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経済協力開発機構 著（2011年） 

『濫用的タックス・プランニングを通じての企業損失の利用』〔抄訳〕 

‐OECD (2011), Corporate Loss Utilisation through Aggressive Tax Planning‐ 

 

 

 

訳者注 

本稿は、OECD（経済協力開発機構）が 2011年 8月に刊行した、原文英語の『濫用的タッ

クス・プランニングを通じての企業損失の利用』（Corporate Loss Utilisation through 

Aggressive Tax Planning）と題する報告書（OECD All rights reserved）（ISBN：9789264119222

（PDF版））の 13頁乃至 88頁を、OECDパリ本部広報情報局から許可状を得て、日本語へ翻

訳したものである。グローバル企業を取り巻く国際租税環境の下での国家間における費用

/経費配賦のあり方に関する研究の一環として、この報告書の翻訳を行った。本翻訳の質及

び原文との本翻訳の一貫性・整合性については、訳者が一切の責任を負う。原文と本翻訳

との間になんらかの矛盾がある場合には、原文のみが有効とされる。 

なお、本報告書の主な構成と内容は、以下のとおりである。「序論」、第 1 章「企業の租

税上の損失」、第 2 章「損失の租税上の取扱いにおける政策上の問題点」、第 3 章「企業の

租税上の損失に係る国内準則」、第 4 章「租税上の損失を包含するスキーム」、第 5 章「租

税上の損失を包含するスキームの調査に関する戦略」、第 6章「租税上の損失を包含するス

キームへの対応に関する戦略」、「結論と提言」、「参照」、「附属資料Ａ」。 

本報告書はまた、近時の金融経済危機によりグルーバル企業が巨額の損失を抱えるなか、

そうした損失を包含する濫用的なタックス・プランニングに対する諸国の関心が増してい

ることに鑑みて、OECD租税委員会の下の税務長官会議（Forum on Tax Administration：FTA）

と OECD 租税委員会の第 10 作業部会（情報交換及び税務コンプライアンス）の濫用的タッ

クス・プランニング（Aggressive Tax Planning：ATP）運営グループとが合同で作成した

ものである。 

 

（訳者補注 1、［ⅩⅩ］の数字は原著の頁数である。） 

（訳者補注 2、本翻訳の太字及び斜字体は原文ママ。） 

                                                   

 本報告書の PDF版と印刷版（ISBN:9789264119215）は、OECDのオンライン・ブックショップ< 
http://www.oecdbookshop.org/oecd/index.asp?CID=&LANG=EN、2012年 3月 25日現在>にて入手できる。 


 翻訳に当たっては、本報告書が様々な国の国内租税法令を取り扱っているため、原文中にはその意味内
容が理解し難いいくつかの用語が存した。それらの用語については、可能な限り OECD租税委員会に照会し

つつ、翻訳を進めた。 


 本報告書（PDF版）3頁（「はじめに」）参照。 

http://www.oecdbookshop.org/oecd/index.asp?CID=&LANG=EN,2012年3月25
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(仮 訳) 

 

［13］序論 

近時の金融経済危機により、グルーバル企業の損失は巨額である。諸国が自国の損失救

済に係る準則を通常の状態で施行する結果、これらの損失は税収に直接影響を及ぼし、そ

の上、とりわけ企業が当該損失に係る租税上の救済を増進及び（又は）促進する一手段と

して、濫用的タックス・プランニングを考える場合には、こうした損失はまた、租税上の

コンプライアンスリスクを惹起する。 

本報告書では、企業の租税上の損失について論じる。「損失」の文言は、本報告書に関し

広く理解されなければならない。すなわち、本報告書は主に一括損失を負う納税者の租税

上の取扱いについて論じるが、本報告書はまた、必ずしも一括損失という結果とはならず

しも、納税者の利得を減少しうる所得控除に関連する問題ついても考察する。 

本報告書は、実質的な損失と恣意的な損失との双方について論じるが、後者の損失は歳

入当局に影響を与えるまさに重要な歳入源をなす。実質的な損失に係る仕組みは、納税者

が、意図的ではない方法で、あるいは関連する準則を基礎づける原則に反しない方法で、

当該納税者自身によって若しくは当該納税者と異なる納税者によって、いずれかの場所で

経済的に生じた損失を使用しようとするものである。一方、恣意的な損失は、納税者が損

失の救済を主張する段階であるかその他の段階であるかにかかわらず、いずれの場所にお

いても経済的な損失が生ずることなく、租税に関し損失を生じせめようとするスキームか

ら生ずるものである。 

本報告書ではまた、同一の損失（実質的な損失又は恣意的な損失）の様々な控除の問題

を取り扱う。 

本報告書は、企業の租税上の損失の額及び損失の取扱いに関連する政策上の問題につい

て述べるほか、損失に係る関連租税準則を概観する。本報告書ではまた、損失に関連を有

する主たるリスクの領域を同定し、参加国における歳入当局が直面する濫用的タックス・

プランニングのスキーム（その調査及び対抗策を含む。）について述べる。本報告書は、い

くつかの結論と歳入当局及び租税政策立案当局に対する提言を以って、結びにかえる。 



3 

 

［15］第 1章 

企業の租税上の損失額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いくつかの国における企業の租税上の繰越損失額の調査によれば、繰越損失が将来の政

府歳入を相当程度に減少させるほどの額である、ということが分かる。繰越損失の総額が、

場合によっては所与の国における GDP（国民総生産）の 25パーセントにものぼる程の額に

達する。統計上のデータが納税申告書に基づくという事実に鑑みれば、本調査においては

必ずしも充分に金融危機を斟酌することはできず、故に繰越損失の蓄積額が一層増加する、

ということが見込まれる。 

繰越損失の分野に特化した国別データの集積は、複雑である。なぜならば、データ収集

に関連するアプローチがしばしば国ごとに異なるからである。国によっては、単年度ベー

スでデータを収集する国もあるし、複数年度ベースでデータを収集する国もある。一方で、

当然のこととして繰越損失に関するデータを収集しない国もある。さらに、大部分の場合

には、企業の規模又は産業によりデータを仔細に分析することは不可能である。比較を試

みるに際してのいま一つの潜在的な懸念は、提供されるデータが各国間で異なる、という

ことである。たとえば、次の点があげられる。 

 

 いくつかの国は、事業損失以外の種類の損失を含めない。 

 オーストリアは、クロスボーダーのグループ課税制度に参加する大規模法人を除く。 

 フランスは、小規模法人を除く。 

 イタリアは、グループ課税制度の一方側の法人のみを含める。 

 ノールウェイは、石油セクターを除く。 

 

収集データを比較するのは困難であり、故に各国間の比較を詳細に行うことは困難であ

本章では、本調査研究に参加した 17ヵ国のうち、11ヵ国における企業の損失繰越額に関

するデータを示す。本章は、将来の政府歳入に対する潜在的な影響について論じる。 

主な調査結果 

 損失繰越額は終始増加しており、景気後退の年度においては急速に増加している。 

 GDP（国民総生産）に占める繰越損失額の割合は諸国間において大きく異なるが、国

のなかにはそれが 25パーセントにものぼる国もある。 

 GDPに占める繰越損失額の割合は、いくつかの国が導入する損失利用の制限を反映し

うる。 
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るが、参加国が提供したデータ1からいくつかの一般的な結論が導きだされうる。こうした

結論は、（ⅰ）経時的な繰越損失の額、（ⅱ）経済成長と繰越損失との間の関係、及び（ⅲ）

GDP に占める繰越損失額の割合の比較に関するものである。 

 

企業の租税上の経時的な繰越損失の額 

 企業における租税上の繰越損失額は、終始増加している2。表 1.1によれば、データを提

供したすべての国において繰越損失が一定期間に亘り発生した、ということが分かる。さ

らに、企業における租税上の繰越損失が僅かに減少している一部例外的な年度を除けば、

表 1.1 は当該繰越損失の蓄積額が年々増加しているということ示す。事例の凡そ 8 割にお

いて租税上の繰越損失額が増加しており、その額が減少している事例は 2割に過ぎない。 

                                                   
1 データは、次の参加国から提供された。オーストラリア、オーストリア、カナダ、デンマーク、フラン
ス、ドイツ、アイルランド、イタリア、ニュー・ジーランド、ノールウェイ、カナダ。 

2 インフレーションは、企業の租税上の損失繰越額の増加原因となりうる一つの要素であろう。 

データ提供国 通貨 1 年度 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

単位（100万） 

オーストラリア 2 EUR 

AUD 

69 298 

94 802 

72 822 

99 623 

84 608 

115 746 

90 560 

123 889 

90 099 

123 258 

90 908 

124 365 

97 216 

132 995 

99 878 

136 636 

106 501 

145 696 

113 310 

155 012 

オーストリア 3 EUR     25 743 18 788 16 358 15 388 19 863  

カナダ 4 EUR 

CAD 

87 720 

119 411 

100 586 

136 925 

103 219 

140 509 

109 072 

148 476 

110 358 

150 227 

110 274 

150 113 

114 226 

155 492 

128 587 

175 042 

154 584 

210 430 

 

デンマーク 5 EUR 

DKK 

  4 656 

34 700 

7 097 

52 900 

11 726 

87 400 

16 087 

119 900 

18 569 

138 400 

22 098 

164 700 

30 376 

226 400 

 

フランス 6 EUR       245 000 255 000 256 000  

ドイツ EUR  380 233   473 375 519 370 576 300    

アイルランド 7 EUR       4 967 5 877 11 887  

イタリア 8 EUR     8 071 18 634 25 614 31 711   

ニュー・ジーランド EUR 

NZD 

13 873 

24 386 

13 495 

23 722 

14 626 

25 711 

15 108 

26 558 

14 926 

26 238 

15 161 

26 650 

16 823 

29 573 

18 161 

31 924 

19 336 

33 989 

24 924 

43 813 

ノ-ルウェイ 9 EUR 

NOK 

   30 203 

238 911 

29 326 

231 976 

29 837 

236 018 

33 534 

265 186 

38 921 

307 875 

53 091 

419 967 

51 957 

410 996 

スウェーデン 10 EUR 

SEK 

32 729 

290 440 

44 986 

399 201 

54 104 

480 120 

56 687 

503 050 

53 301 

473 000 

49 758 

441 560 

50 422 

447 450 

47 990 

425 870 

63 906 

567 112 

74 938 

665 007 

表 1.1. 所定の国における年間の企業の租税上の繰越損失額（2000年-2009年） 

 

各注：［18］（本稿 5頁）参照。 
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出所：参加国の提供データ 

1． 比較のため、金額はユーロに換算。交換比率は、2011年 1月 30日の銀行間相場である（www.oanda.com）。 

2．数値には、譲渡損失を含まない。2000年から 2009年の所得年度に関する統計は、2010年 10月 31日ま

でに処理された納税申告書に基づく。オーストラリアにおいて、課税年度は 7 月 1日に開始し、翌年の

6 月 30 日に終了する 12 箇月の一期間である。上記の課税年度において、比較の便宜上、ある所得年度

の数値は、終了年度の欄に記載する（例えば、2008年から 2009年の数値は 2009年に記載）。 

3．2005年、クロスボーダーのグループ課税制度が施行された。2005年乃至 2008年に関し、当該制度を選

択したいくつかの大企業グループの損失は、この表に含まれていない。したがって、この期間の損失は

より多額になると予測される。 

4．譲渡損失以外の繰越損失は、2011年 3月 31日までに査定された法人の納税申告書に基づく。 

5．表は、2002 年からの租税上の繰越損失を示すにとどまる。それより前の年（2001 年及びそれ以前）の

租税上の損失は 5年間繰り越しができ、故に 2006年末日までに使用されなければならない。したがって、

2002年乃至 2005年の累積繰越損失は表中の数値より高くなる。2006年乃至 2008年にかけての「実質値」

は、表中に示されたとおりである、 

6．極めて小規模の企業は、数から除外し、その売上に関し取引高が 763 000ユーロを超えるか、あるいは

サービスに関し取引高が 230 000 を超えるいずれかの企業およびその双方の条件を充たす企業に焦点を

当てる。 

7．2008年の数値は、暫定的である。 

8．損失は、グループ課税制度を選択したイタリアの企業により繰り越される。データでは、グループ企業

の個々の課税ベースがグループの課税ベースに含まれない場合を考慮に入れていない。これは、当該課

税ベースが、当該グループ企業が当該グループ課税制度に参加する前に繰越損失の負担を囲い込むこと

により、通算されるという事実に依る。 

9．石油セクターを除く。 

10．累積評価損については、銀行、貯蓄銀行及び保険会社を含む企業に限定。 

 

 

 

 

 

 

経済成長と繰越損失との関係 

他の興味ぶかい点は、一定期間に亘る企業の租税上の損失額（上記表 1.1）とそれと同じ

期間の GDP の変化とを比較することによって得ることができる。下記の表 1.2は、2000年

乃至 2009年にかけての繰越損失額に関するデータを提供した国における、これと同一期間

の GDP の変化を示す。 

 

http://www.oanda.com/
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表 1.2. 年間の国民総生産の変化 1 

1. 2000年の価格を基準として国民総生産（出所：OECD加盟国、2011年 2月 15日抽出）。 

出所：参加国の提供データ 

 

景気回復期においては繰越損失の蓄積は減退すると期待されるのだが、表 1.1 と表 1.2

とを比較すれば、結果は異なる。2009年（金融危機の影響）、諸国において最初の金融危機

の影響が現れたとおもわれる 2008年及びドイツの 2003年を除けば、GDP の変化において

は、常にプラス値をとる。しかしながら、租税上の繰越損失は減少するどころか、一定の

ままであるか、あるいは増加している。 

さらに、表 1.1 と表 1.2 との比較から、経済成長がマイナスの年度においては、繰越損

失の蓄積はより急速に増している、ということが分かる。たとえばデンマークに関し、下

記の図表 1.1をみてみると、（ⅰ）経済成長がプラスの年（2007年）においては、除々にで

はあるが、繰越損失は依然として増え続けており、（ⅱ）経済成長がマイナスの年（2008年）

にいたっては、急速に増加している、という傾向がそこでは示されている3。 

 

 

 

                                                   
3 表 1.1（繰越損失額）は実数値であるが、一方、年間 GDPの変化は、2000年の価格を基準として示され

ている。当該比較は説明するのに有益であり、かつ、GDPへの言及は経済状況の漸進的な変化を例証する

ものとおもわれる。 

データ 

提供国 

年度 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 単位（％） 

オーストラリア 2.0 3.8 3.2 4.1 2.8 3.1 3.8 3.7 1.1  

オーストリア 3.7 0.5 1.6 0.8 2.5 2.5 3.6 3.7 2.2 -3.9 

カナダ 5.2 1.8 2.9 1.9 3.1 3.0 2.8 2.2 0.5 -2.5 

デンマーク
 

3.5 0.7 0.5 0.4 2.3 2.4 3.4 1.6 -1.1 -5.2 

フランス 3.9 1.9 1.0 1.1 2.5 1.9 2.2 2.4 0.2 -2.6 

ドイツ 3.2 1.2 0.0 -0.2 1.2 0.8 3.4 2.7 1.0 -4.7 

アイルランド 9.7 5.7 6.5 4.4 4.6 6.0 5.3 5.6 -3.5 -7.6 

イタリア 3.7 1.8 0.5 0.0 1.5 0.7 2.0 1.5 -1.3 -5.0 

ニュー・ 

ジーランド 

2.4 3.5 4.9 4.3 3.7 3.2 0.9 2.9 -1.4  

ノールウェイ 3.3 2.0 1.5 1.0 3.9 2.7 2.3 2.7 0.8 -1.4 

スウェーデン 4.5 1.3 2.5 2.3 4.2 3.2 4.3 3.3 -0.6 -5.3 
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図表 1.1. 繰越損失と国民総生産との比較‐デンマーク 

 

出所：デンマークの提供データ 

これに類する傾向が、ニュー・ジーランド、アイルランド及びスウェーデンの各国に関

する図表 1.2乃至図表 1.4から見出される4。それらにおける数値は、経済成長がプラスの

年における繰越損失額は一般に、除々に増加しているが、一方、経済成長がマイナスの年

における繰越損失額は直に、あるいは短期間のうちに急速に増加している（ニュー・ジー

ランドについては、1年後の 2009年）。 

図表 1.2. 繰越損失と国民総生産との比較‐ニュー・ジーランド 

 

出所：ニュー・ジーランドの提供データ 

                                                   
4 繰越損失額と GDPの変化とを比較しているその他の国についての図表は、含まれない。なぜなら、これ

らの国のデータは上記分析に適さないからである。これは、GDPが 2008年においてマイナスではなかった

か、あるいはこれらの国が 2008年における繰越損失額についてのデータを提供しなかったことに依る。 
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図表 1.3. 繰越損失と国民総生産との比較‐アイルランド 

 

出所：アイルランドの提供データ 

 

図表 1.4. 繰越損失と国民総生産との比較‐スウェーデン 

 

出所：スウェーデンの提供データ 
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国民総生産に占める繰越損失額の割合の比較 

各国間の繰越損失額を比較することは困難ではあるが、表 1.3は GDP に占める繰越損失

額の割合を示している。 

 

表 1.3. 国民総生産に占める繰越損失額の割合 1 

1. 時価における国民総生産（出所：OECD加盟国、2011年 2月 15日抽出）。イタリアは、この比較に含ま

れない（表 1.1の脚注参照）。カナダを除けば、この表に含まれるすべての国は、片務的に損失の繰越しを

認めている。 

2．表は、2002年からの租税上の繰越損失を示すにとどまる。それより前の年（2001年及びそれ以前）の 

租税上の損失は 5年間繰り越しができ、故に 2006年末日までに使用されなければならない。したがって、 

2002年から 2005年の累積繰越損失は表中の数値より高くなる。2006年から 2008年にかけての「実質値」 

は、表中に示されたとおりである、 

出所：参加国の提供データ 

 

表 1.3 によれば、諸国間に差異は存するものの、GDP に占める繰越損失額の割合はしば

しば 10 パーセントを上回っている、ということが分かる。さらに、3 カ国（ドイツ、ニュ

ー・ジーランド及びスウェーデン）についてのみ、その割合は 20パーセントを上回ってい

る。いま一つの興味ぶかい点が、表 1.3 から見出される。それは、繰越損失の総額が増加

しているにせよ、それにもかかわらず、GDP との関連においては、繰越損失額の割合が減

少しつつある、という点である。図表 1.5 にみるオーストラリアの例は、この点を示して

いる。オーストラリアの場合、繰越損失額は 94,802オーストラリア・ドル（2000年）から

145,696オーストラリア・ドル（2008年）に増加しているが、同時期の GDP との関連にお

データ提供国 年度 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 単位：％ 

オーストラリア 13.4 13.1 14.4 14.3 13.3 12.4 12.2 11.6 11.6  

オーストリア     11.1 7.7 6.4 5.7 7.0  

カナダ 11.1 12.4 12.2 12.2 11.6 10.9 10.7 11.4 13.2  

デンマーク 2   2.5 3.8 6.0 7.8 8.5 9.7 13.0  

フランス       13.6 13.5 13.1  

ドイツ  18.0   21.4 23.2 24.8    

アイルランド       2.8 3.1 6.6  

ニュー・ジーランド 20.8 18.8 19.4 18.7 17.3 16.6 17.6 17.6 18.4  

ノ-ルウェイ    15.0 13.3 12.1 12.3 13.6 16.7 17.3 

スウェーデン 12.8 17.0 19.6 19.8 17.8 15.9 15.2 13.6 17.7 21.5 
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ける繰越損失額の割合は 13.4パーセント（2000年）から 11.6パーセント（2008年）に減

少している。 

 

図表 1.5 繰越損失額と国民総生産に占める繰越損失額の割合との比較 

 

出所：オーストラリアの提供データ 

 

このことは、GDP が繰越損失に比してより速い割合で増加し、且つ、税収が GDP と同じ

割合で増加すると考えるならば、将来の政府の税収に対する繰越損失の影響は減少しうる、

ということを示している。これに類する結果は、表 1.1 上の数値と表 1.3 上の数値を比較

することにより導き出される（オーストリアについては 2005 年と 2008 年との比較、カナ

ダについては 2001年と 2007年との比較、フランスについては 2006年と 2008年との比較、

ニュー・ジーランドについては 2000年と 2008年との比較、ノールウェイについては 2003

年と 2007年との比較、また、スウェーデンについては 2004年と 2008年との比較）5。 

 

                                                   
5 繰越損失額と GDPに占める繰越損失額の割合との比較についてのさらなる図表に関しては、附属資料Ａ

を参照されたい。 
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［25］第 2章 

損失の租税上の取扱いにおける政策上の問題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

純粋な経済学的な観点からすれば、損失は、政府による当該損失の課税価額の支払又は

企業が損失通算の全価額を受領するということと同じであるとおもわれる他の措置を含む、

ということが議論されうるであろう。にもかかわらず、様々な予算上及び行政上に理由に

より、ほとんどの租税制度は、租税に関し、損失利用の制限を設ける。損失の課税価額の

政府年次支払の適用は、稀である。ほとんどの国は、課税期間を跨ぐ同一の者によって及

び異なる法的実体（legal entities）を通じて経済的に稼得される所得と損失との通算を、あ

る程度容認する。繰越損失は租税制度の中立性を改善し、それはまた、経済的能力の原則

（the principles of economic capacity）と純額を基礎とする課税に従うものである。しかしな

がら、実際上、租税制度の大部分は、損失の繰戻しを認めないか、あるいは限定された期

間のみ繰戻しを認めるかのいずれかである。一方、損失の繰越しについては、一般に認め

られている（国になかには、期間制限を設ける国も存する）。 

租税に関し、損失の使用に関連する数多くの政策的配慮が存する。これらの政策的配慮

は、選択制の下、租税に関し損失の使用を容認し、否認し又は制限する適用可能な租税制

度に反映される。損失の通算が法律上の制限を受ける場合には、企業のなかには、これら

の制限を回避する方法を模索する企業も存する。このことは、その結果が、損失の租税上

の取扱い関する租税制度の決定の根幹をなす政策上の選択肢と抵触する場合には、負の全

体的効果を有しうる。クロスボーダーの視角においては、一の管轄区以上において、同一

の損失が使用されるということがその一例としてあげられる。濫用的スキームを防止する

ため、控除される損失がまた、他方の国の準則に基づき控除されうる場合には、一般に、

当該損失は一方の国において控除されない旨を定める国の数は増している。 

租税に関し損失の使用に関連する問題を分析するに当たっては、その適用される準則及

本章では、租税に関し、損失の使用に係る政策的配慮について示す。本章は、立法の選択

肢の背後にある租税政策上の根拠について概括的に考察する。 

 
主な調査結果 

 租税に関し、損失の使用に係る様々な政策的配慮が存する。これらの政策的考慮は、

適用される租税制度に反映され、そうした制度は、行われる選択に基づき、租税に関

し、損失の使用を容認するか、あるいは否認若しくは制限する。 

 ほとんどの国において、損失の繰越しは制限されるのだが、そうした制限は一般に、

損失の救済が、経済的に当該損失が生じた者にもっぱら認められることを確実とする

こと、及び濫用的なタックス・プランニングを阻止することを目的とする。 

 損失の通算が法律上の制限を受ける場合には、いくつかの企業はこれらの制限を回避

する方法を模索しうる。 
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び当該準則の基礎となる政策上の選択肢を理解することは、故に重要である。本章は、損

失に関連する立法上の選択の基礎となる租税政策上の根拠について概括的に述べるが、第 3

章では、損失の租税上の取扱いに関連する参加国の準則を仔細にとりあげる。 

 

繰戻準則 

損失の繰戻しが認められる場合には、企業は先行する年度の所得と損失を通算する。こ

れにより、前年度に係る納税者の納税義務は遡及的に減少し、且つ、前もって納付された

租税の還付が生じうる。繰戻準則を支持する議論は一般に、租税中立性を確実とすること

への要望、課税期間を跨ぐ純課税原則及び安定的な事業による（例えば研究開発費を通じ、）

リスクの高い投機に対する潜在的な支援に基づく。投資の決定が行われる際に、将来の損

失が期間外に使用できるということが周知されている場合には、このことはその意思決定

者に積極的な影響を与えうる。租税に関し、期間外の損失使用の可能性はまた、マクロ経

済上の便益を提供しうる。なぜならば、当該損失使用の可能性は、成長しうる企業が経営

を持続する、ということを意味するからである。 

繰戻準則の導入への反対意見は、関連する政府の行政上及び予算上の懸念に関連しする。

実際に、損失の繰戻準則の下では、前課税期間の納税者の査定書又は納税申告書について

の再調査が求められる。さらに、純粋に財政上の点からみれば、ある課税年度において、

すでに納付された租税につき、いくつかの還付請求が行われる場合には、当該繰戻準則は

政府の予算の面において困難を惹起する。繰戻準則を支持する理由は経済の後退に存する

ため、このことは特に当てはまり、それは同時に、還付の容認が必要とされる、まさにそ

のときにおいて税収が減少しつつある、ということを意味する。こうした理由により、諸

国は繰戻しを認めないか、あるいは繰戻しの期間制限を適用する。損失の繰戻しに期間制

限を設けるいま一つの理由は、いわゆる「時効の原則」（principle of prescription）である。

当該原則によれば、所定の期間後に、法律上の権利（例えば、損失を通算する権利及び還

付を受領する権利）は消滅する。 

しかしながら、納税者における損失の繰戻しの適格性を拡充することは、経済の安定化

に資する。いくつかの加盟国においては、金融危機に関連し、経済を安定させる試みの一

つとして、繰戻準則が導入された（［37］（本稿 23頁）のボックスもまた、参照）。 

 

繰越準則 

ごく僅かの国が採用する繰戻準則と異なり、損失の繰越準則は非常に多くの租税制度に

おいて見受けられる。これは、政府の予算に与える影響がより限られており、且つ、当該

準則の下では納税者の租税査定を再調査する必要がないため、当該準則の執行がより容易

である、という事実を含むいくつかの理由に依る。 

いくつかの国は、繰越しに関する期間制限を設けている。このような期間制限を支持す
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ることを助長する理由には、時効の原則、企業は長期間に亘り赤字たりえないという事実、

濫用の防止ならびに執行上及び行政上の配慮を含む。たとえば、期間制限を支持する理由

の一つに、長期間に亘る情報維持の難しさと税務当局が損失繰越の適法性を調査する義務

を不必要に延期させたくない、という要望がありうる。 

 

制限 

ほとんどの国において、損失の繰越し（繰戻し及び繰越し）準則はさらなる制限を受け、

当該制限は一般に、損失の救済を主張する実体（entity）の所有又は活動の変更に関連する。

これらの制限は、当該損失の救済がそのような損失が経済的に生じた者にもっぱら認めら

れるということを確実にすること、及び損失に係る濫用的なタックス・プランニングのス

キームを阻止することを目的とする。損失の繰越制限はまた、企業活動の全般的な中断な

らびに企業の目的及び実物活動における根本的な変更の場合において、規定される。いく

つかの例において、活動の変更を対象とする制限を導入することを支持する政策原理は赤

字事業の存続を阻止することである。しかしながら、多くの租税制度は、損失の繰越制限

の適用除外を規定する。こうした適用除外は一般に、租税回避の動機又は内部の組織再編

を欠く、新設企業の損失に関連を有する。 
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［29］第 3章 

企業の租税上の損失に係る国内準則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本章では、この報告書の起草に寄与した諸国における関連準則の主な特徴を要約する。

それは、網羅的であることを意図するものではなく、歳入当局にとって租税上のリスクが

生ずる場合を査定する目的上、損失の租税上の取扱いに係る関連準則を概観することを単

に意図しているに過ぎない。 

損失の救済が利用できる範囲（納税者自身の同一の期間、前若しくは後の期間の利得の

一部又は全部を引き当てとしてか、あるいは他の関連企業の利得を引き当てとしてか）は、

国ごとに著しく異なる。続くパラグラフでは、以下の準則を対象とする。（ⅰ）他の所得・

利得からの損失救済、（ⅱ）グループ課税制度、（ⅲ）損失の繰越し、（ⅳ）合併前損失の使

用、（ⅴ）外国の恒久的施設（PE）の損失、（ⅵ）外国の子会社の損失、及び（ⅶ）損失の

二重使用の制限。 

 

他の所得・利得からの損失救済 

大部分の国において、法人税制は純所得原則（a net income principle）に基づく。その結果、

一方の課税対象活動から生じた損失により、当該納税者の他方の課税対象活動から生ずる

課税所得は減少しうる。これは、これらの国においては、一般に、ある企業が取得する所

得は同種の所得（所得の源泉を問わない。）である、と考えられているからである。こうし

た国は、一般に、譲渡収益を通常所得として扱い、故に譲渡損失は譲渡所得と通算しうる。

しかしながら、これらの国においてさえ、場合によっては、資本参加免税措置の適格性を

本章では、本調査研究に参加した 17 カ国における企業の租税上の損失を規律する準則の

主な特徴を要約する。本章は、歳入当局とってのありうる租税上のリスクの査定に係る関

連準則を概観する。 

 

 
主な調査結果 

 損失に関する国の準則の複雑性及び納税者が濫用的なタックス・プランニングを通じ

て諸国の準則間の差異を利用する潜在的機会は、租税上のリスクの根源である。 

 買収、合併又はグループ課税制度の場合において、繰越損失の使用に対する制限を有

さない国は濫用的なタックス・プランニングに益々さらされる。 

 買収、合併又はグループ課税制度の場合において、ビルトイン損失（即ち、未実現の

損失）の使用に対する制限を有さない国はタックス・プランニングに益々さらされる。 

 いくつかの国は、世界金融危機のなか、企業を支援するために、租税に関し損失に係

る暫定措置を導入した。 

 二重損失を特別に扱う国が増えている。 
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有する株式その他の持分の処分に係る譲渡損失については、租税に関し控除できないか（フ

ランス、ドイツ、イタリア、オランダ1、ノールウェイ、スウェーデン）、あるいは所定の範

囲内で控除できるに過ぎない（デンマーク及びメキシコ）。スペイン及びスイスにおいては、

株式その他の持分の譲渡損失に係る控除に対する制限は存しない。同じことは、オースト

リアについてもいえる。もっとも、オーストリアにおいては、当該損失は 7 年の期間に亘

って配賦されなければならない。ニュー・ジーランドは、純所得原則に最も近い「全世界

総額」（global gross）制度を有する。この「全世界総額」制度の下では、あらゆる源泉から

生じた純所得が算定される。ただし、ニュー・ジーランドには、譲渡収益に対する租税が

存しないため、譲渡益及び（又は）譲渡損失は純所得の算定から除外される。いくつかの

国は、いわゆる、分類所得課税制度を採用する。これに従えば、所得と収益は、それらの

源泉に応じて異なる範疇に分類される。このことは、一般に、オーストラリア、カナダ、

アイルランド及び英国に当てはまる。これらの国の大部分において、損失はそれと同一の

所得源泉から生じた所得のみと通算しうるに過ぎす、故に他の所得・利得からの損失救済

は妨げられる。たとえば、営業上の損失以外の損失（non-trading losses）は、それと同種の

活動から生じた利得とのみ通算されうるに過ぎず、営業上の利得（trading profits）とは通算

され得ない。しかしながら、アイルランド及び英国においては、企業の営業上の損失は、

サイドウェイズに（枠外から）当該法人の全利得と通算できる。さらに、オーストラリア

においては、営業上の損失以外の損失は営業上の利得と通算できないが、営業上の損失は

営業上の損失以外の損失と通算するために使用しうる。 

 

グループ課税制度 

国内のグループ課税制度 

参加国において、様々なグループ課税制度が見受けられる。国内の連結グループ納税制

度の下、同一のグループに属する企業の損益は合算され、連結ベースで租税を課される。

この制度は、オーストラリア、オーストリア、デンマーク、フランス、ドイツ、イタリア、

メキシコ、オランダ、ニュー・ジーランド、スペイン及び米国において利用できる。損失

その他租税の属性が同一のグループに属する企業の間で振り替えられうる、グループ・リ

リーフ又はコンソーシアム・リリーフはアイルランド、ニュー・ジーランド及び英国にお

いて利用できる。黒字企業がそれと同一のグループに属する赤字企業に所得を移転する、

グループ内所得移転は、ノールウェイ及びスウェーデンにおいて利用できる。最後に、カ

ナダ及びスイスでは、グループ課税制度についての規定を設けていない。 

一般に強制であるデンマークを除けば、すべての国において、様々な制度は選択制であ

る。グループ課税制度に関するその他の要件は、国ごとに著しく異なる。こうした要件は、

                                                   
1 子会社の清算であれば、譲渡損失は控除できるであろう。 
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最低持分要件、最低保有期間、非居住者である企業の恒久的施設（PE）が当該グループの

親会社（head entity）として行動しうるか否か、連結納税の選択期間、当該選択がグループ

内すべての実体で行われなければならないか否か、及び連結の方法を含む。これらの様々

な特徴については、以下の表で要約する。 

 

1．この欄は、グループ内の適格性を有する全ての実体が連結納税制度に含まれなければならないか否か 

を取り扱っている。 

2．この欄は、（ⅰ）連結納税制度が適用される前に、（ⅱ）所得のグループ内移転に関する条件が充たされ

る前に、又は（ⅲ）グループ・リリーフ若しくはコンソーシアム・リリーフに関する条件が充たされる前

に、一の法的主体に生じた損失がグループの他の実体の果実と通算できるか否かを取り扱っている。 

データ提供国 グループ課税制

度の類型 

選

択

制 

持分所

有割合 

親会社と

しての非

居住者の

国内 PE 

最低選択 

期間 

全てか? 連結の階層

（範囲） 

損失を有する

実体 

加入時の 

損失使用 2 

オーストラリア 連結納税 有 100％ 否 取消不能 肯 全部 親会社 算入 3 

オーストリア 連結納税 有 50％超 肯 4 3年 否 全部 親会社 制限 

カナダ 無 -- -- -- -- -- -- -- -- 

デンマーク 連結納税 無 支配 肯 無 肯 全部 赤字会社 制限 

フランス 連結納税 有 95％ 肯 5年 否 全部 親会社 制限 

ドイツ 連結納税 有 50％超 肯 5年 否 全部 親会社 制限 

アイルランド グループ/コンソ

ーシアム・リリーフ 

有 75％ -- -- -- -- 譲受会社 制限 

イタリア 連結納税 有 50％超 肯 5 3年 否 全部 親会社 制限 

メキシコ 連結納税 有 50％超 否 5年 肯 持分比例 親会社 制限 

オランダ 連結納税 有 95％ 肯 6 無 否 全部 親会社 制限 

ニュー・ジーランド 連結納税 有 100％ 否 無 肯 全部 グループ 算入 7 

ノ-ルウェイ グループ間 

所得移転 

有 90％ -- -- -- -- 譲受会社 算入 

スペイン 連結納税 有 78％8 肯 無 肯 全部 グループ 9 制限 

スウェーデン グループ間 

所得移転 

有 90％ 有 全課税 

年度 

-- -- 譲受会社 算入 

スイス 無 -- -- -- -- -- -- -- -- 

英国 グループ/コンソ

ーシアム・リリーフ 

有 75％ -- -- -- -- 譲受会社 制限 

米国 連結納税 有 80％ 否 無 否 全部 グループ 制限 10 
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3. 選択に基づきグループに移転される損失は、親会社の所得及び収益の一部と通算しうるに過ぎない。 

4．企業が、欧州経済地域（EEA）の居住者である場合。 

5．企業が、租税条約上の居住者である場合。 

6．企業の法形式がオランダの公開株式会社（NV）又は有限責任株式会社（BV）に類似し、かつ、当該企業

がオランダ領アンティル諸島、アルバ島その他の EU加盟国又はオランダが無差別規定を含む租税条約を締

結している国の法に基づき設立されている場合。 

7. 所定の状況に従うことを条件とする。すなわち、事業継続と共通支配の要件が充足されること。 

8. 2010年 1月 1日以後に開始する課税年度に関し、子会社が上場会社である場合には、75パーセントの

出資持分割合は 70 パーセントに引き下げられる。当該引き下げられた最低持分割合は、子会社の 70パー

セントの持分が上場会社を通じて間接的に所有されている場合においても、適用される。 

9．グループを離脱する法的主体に関して、その未使用の繰越損失はその損失の持分に応じて再配賦される。 

10．参加するグループメンバーの買収が内国歳入法第 382 条に従って所有の変更を構成する場合には、当

該 382条の損失制限準則のみが適用される。 

出所：参加国の提供データ 

 

金融危機に対する、とりわけ組織再編成活動との関連において、諸国が国内のグループ

に加入する企業の損失に関連して講ずるいくつかの措置をより詳細に述べることは、価値

がある。これらの準則は、とりわけ潜在的な損失の取引の文脈において関連性を有し、よ

り一般的にはいえば、租税上の損失が生じた実体以外の実体によるそれらの損失の使用と

関連性を有しうる。デンマーク、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、スペイン及び

米国においては、ある企業が連結納税制度に加入する前に生じた損失は制限され、故に当

該損失を生じた法的主体の所得のみと通算しうるに過ぎない。この準則はまた、時間の配

賦基準で割り当てる場合に個々の会計年度の損失が配賦される英国のグループ・リリーフ

制度又はコンソーシアム・リリーフ制度についても、適用される。しかし、オーストラリ

ア、ニュー・ジーランド及びノールウェイにおいては、連結前の損失はグループの所得と

通算するために使用できる。スウェーデンでは、スウェーデンの国内グループに参加する

外国の企業の損失は、当該損失が当該グループ内の他の企業の利得と通算できる前に、5年

の暫定的な制限を受ける。いくつかの国は、ビルトイン損失に類似する制限を適用する。 

 

クロスボーダーのグループ課税制度 

オーストリア、デンマーク、フランス2及びイタリアは、クロスボーダーのグループ課税

制度を規定する。それらの主な特徴については、以下の表で要約する。 

オーストリア及びデンマークは、非居住者である企業が連結グループの本店として行動

することを認める。オーストリアでは、かかる準則は連結子会社の株式保有がオーストリ

                                                   
2 フランスのクロスボーダーのグループ課税制度を使用する企業は、ごく少数である（2010年、5社）。 
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ア国内にある恒久的施設（PE）と実質的な関連を有する場合に限り、適用される。フラン

ス及びイタリアは、居住者である企業に限り、それらがグロスボーダーの連結グループの

親会社として行動することを認める。オーストリアは、納税者にいずれの実体が連結グル

ープに加入させられるべきかを選択することを認めるが、一方、デンマーク、フランス及

びイタリアは、クロスボーダーの連結に係る一切の選択は適格性を有するすべての実体に

適用しなければならない、とする全部参加の原則（an all-in principle）を規定する。最低株

式保有要件を充たす場合には、デンマークでは完全連結となるが、一方、オーストリア、

フランス及びイタリアでは、これは外国の実体の利得に対する親会社の持分に比例する。 

フランスでは、連結前損失は制限され、当該損失を生じた企業の所得を引き当てとして

のみ利用されうる。オーストリア、デンマーク及びイタリアにおいては、連結前損失は、

連結納税制度に関し、完全に除外される。当該制度の終了に当たり、クロスボーダーのグ

ループ課税制度を採用する 4 カ国すべては、一括して又は外国の赤字子会社に関連して、

当該連結グループの全所得に含まれた外国の損失を取り戻す。 

1. その後の期間更新については、3年間。 

出所：参加国の提供データ 

 

 

 

損失の繰越し 

 繰越準則には、繰戻しと繰越しとの二種類の準則が存する。 

 損失の繰越しは、すべての参加国において規定されているが、一方、損失の繰戻しはい

くつかの国において認められているに過ぎない。ある国は、損失の繰戻控除又は損失の繰

越控除に対する量的制限を規定する。 

  国の損失繰越の準則の主な特徴は、以下の表で要約する。 

データ提供国 親会社 持分所有 

割合 

全てか? 期間 ルーリ

ング 

課税対象所得

の決定 

階層 連結前

損失 

（期限前） 

制度終了 

オーストリア 居住者又は EEA内 

企業の PE 

50％超 否 3年 無 オーストリア  除外 損失取戻 

デンマーク 居住者又は非居住

者である企業の PE 

支配 肯 10年 無 デンマーク 全部 除外 制度終了時

に全額損失

取戻 

フランス 居住者 50％ 肯 5年 有 フランス  制限 損失取戻 

イタリア 居住者 50％超 肯 5年 1 有 イタリア  除外 損失取戻 
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1．損失繰越は、所得の 75％のみと通算できる。 

2. 一般に、法人の損失の繰越し及び繰戻しは法律によって認められている。しかしながら、濫用を抑止す

る「ストップ・ロス・ルール」（stop loss rules）が、ある状況における法人による損失移転を禁止する

ために導入された。これらの準則は、通常、所有の変更がある場合及び法人の事業活動が買収される場合

においても適用される。 

データ提供国 損失 

繰戻 

損失繰越 制限 制限が適用除外とされる場合 ルーリング 

オーストラリア 無 無期限 所有及び活動の変更 所有のトレーシング特権が広範囲所有

会社に適用 

有 

オーストリア 無 無期限 1 所有及び活動の変更 その他（租税以外）の事由 無 

カナダ 3年 20年 所有及び活動の変更 法人の事業活動の買収 2 無 

デンマーク 無 無期限 所有その他の規準の変

更 3 

内部組織再編成 無 

フランス 3年 無期限 活動の変更 無 有 

ドイツ 4 1年 無期限 所有の変更 その他（租税以外）の事由 無 

アイルランド 1年 5 無制限 所有及び活動の変更 内部組織再編成 無 

イタリア 無 5年 6 所有及び活動の変更、

合併 

その他（租税以外）の事由 有（場合に

よる） 

メキシコ 無 10年 所有及び活動の変更 7、

合併 8 

租税に関し譲渡とはされない相続、贈

与、内部組織再編成、合併及び分割 9 

無 

オランダ 1年 10 9年 所有及び活動の変更 11 租税回避の動機の欠如 有 

ニュー・ 

ジーランド 

無 無制限 所有の変更 所有のトレーシング特権 

内部組織再編成 12 

無 

ノ-ルウェイ 13 無 14 無制限 所有及び活動の変更 租税回避の同期の欠如 有 

スペイン 無 15年 15 所有の変更 16 内部組織再編成 無 

スウェーデン 無 無制限 所有の変更 17 内部組織再編成 有（場合に

よる） 

スイス 無 18 7年 所有の変更及び活動の

再開 

財務再建 無 

英国 1年 19 無制限（同

一の取引

の利得との

通算） 

所有及び活動の変更 内部組織再編成 無 

米国 2年 20年 所有の変更 無 無 



20 

 

3. これらの準則は、金融企業（銀行を含む。）には適用されない。 

4. 金額上の制限が、損失の繰戻し及び繰越しに適用される。 

5．ある取引が恒久的に中断される場合には、その損失は、前 3年間の同一の取引の利得を引き当てとして

繰り戻されうる。 

6．事業活動の開始の最初の 3年に生じた損失は、無期限に繰り越すことができる。 

7. 支配及び所有活動の変更後、損失繰越は当該損失を生じせしめた同一の活動からの利得のみと通算でき

る。ただし、最後の 3年間に稼得した収入の総額がその法人の累積損失よりも少ない場合に限る。 

8．合併が行われる場合には、合併法人のみがその合併時点で有する損失を繰り越すことができる。ただし、

当該損失が生じた同一の活動から取得される利得を引き当てとして当該損失を使用することのみをその目

的としている場合に限る。 

9．これらは所有及び活動の変更の場合にのみ適用され、合併の場合には適用されない。 

10．2009年、2010年及び 2011年からの損失については、任意で 3年の損失繰戻、残余の損失については、

6年の損失繰越（9年に対抗して）が認められる。繰る戻される損失は、年間最大 1000万ユーロである。 

11．持株会社及び金融会社の場合には、追加的な制限が適用される。 

12. ニュー・ジーランドにおいては、事業継続と共通支配の要件が充たされる場合には、損失は内部のグ

ループ組織再編成後に繰り越すことができる。 

13．次の特別の準則が石油セクターに適用される。利子損失の繰越し、活動中止に係る損失の課税価額の

還付、探査に係る損失の課税価額の毎年の還付。 

14．解散の場合には、2 年間の損失繰戻が認められる。さらに、暫定的損失繰戻が 2008 年乃至 2009 年の

損失について挿入された。 

15. 新規の設立企業に関しては、その 15年の損失繰越期間は、利得がある最初の課税年度から始まる。租

税上の損失の額及び源泉は、立証責任を負う納税者によって、その納税申告、自主申告、会計帳簿その他

の証書を通じて文書化される必要がる。 

16. 繰越しを利用しうる損失額は、親会社の株式の取得原価とその売値との差額まで減額される。 

17. 法人の支配を得た後、損失繰越はかろうじてその買収価格の 200 パーセントまで控除でき、所有変更

後の最初の 5年の期間中のグループ拠出金により当該被買収の損失繰越を使用することはできない。 

18．あるカント（トゥールガウ州）は、地方税について 1 年間の損失繰戻を認めている（SｔG83 条 トゥ

ールガウ州）。 

19．ある取引が恒久的に中止される場合には、ある損失は、前 3 年間同一の利得を引き当てとして繰り戻

すことができる。 

20．通常は、2年間であるが、2008年-2009年の損失については、5年まで。 

 

出所：参加国の提供データ 

 

 

 その個々の関連性を考慮しつつ、諸国が適用する損失繰越に関連する措置をより詳細に
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述べることは、価値がある。いくつかの国は、所定の期間内で損失の繰戻しを認める。そ

の結果、企業は、既に納付された租税の還付を通じて、繰上げのキャッシュ・フローの便

益を享受するであろう。このことは、たとえばカナダとフランス（3年）、米国（2年）、そ

してドイツ、アイルランド、オランダ及び英国（1年）に当てはまる。一方、オーストラリ

ア、オーストリア、デンマーク、イタリア、メキシコ、ニュー・ジーランド、ノールウェ

イ、スペイン、スウェーデン及びスイスでは、損失の繰戻しは認められない。 

 参加国のすべては、損失と将来の利得との通算を認める。オーストラリア、オーストリ

ア、デンマーク、フランス、ドイツ、アイルランド、ニュー・ジーランド、ノールウェイ、

スイス及び英国は、期間制限を一切規定しておらず、故に損失は無期限に繰り越すことで

きる。アイルランド及び英国では、損失は同一の取引の利得に対してのみ、繰り越されう

る。その他の国は、期間制限を規定している。たとえば、カナダ及び米国（20年）、スペイ

ン（15年）、メキシコ（10年）、オランダ（9年）、スイス（7年）、そしてイタリア（5年）

である。オーストリアは、繰越損失のありうる通算を所得の 75パーセントに限定する。ド

イツでは、100 万ユーロを超える利得の 60 パーセントについてのみ、繰越損失と通算でき

る。 

 本報告書が対象とするすべての国は、所有及び（若しくは）活動の変更が存する場合に

は、損失の繰戻し又は繰越しの適格性を制限する。デンマークでは、これらの規制は、金

融企業（銀行を含む。）については、適用されない3。フランスは、所有の変更を問わず、活

動の変更について損失繰越の制限を規定する。ドイツ、ニュー・ジーランド、ノールウェ

イ、スウェーデン及び米国は、所有の変更について制限を適用するが、一方、オーストラ

リア、オーストリア、カナダ、アイルランド、イタリア、オランダ4、メキシコ及び英国に

おける制限は、所有と活動との双方の変更が存する場合においてのみ、適用される。スイ

スは、活動の再開を兼ねた所有の変更が存する場合には、損失繰越の適格性を制限する。 

 関連立法の適用上、所有の変更が存するか否かの決定は、国ごとで異なる。このことは、

たとえば当該変更において重視する点についていえる（国によっては、株式資本を重視す

る国もあるし、議決権を重視する国、あるいはそれらの両方を重視する国もある）。関連す

る持分所有割合もまた、国ごとで異なる（その割合は、例えばオランダの 30パーセントか

らオーストリアの 75 パーセントに及ぶ）、最後に、国の準則はまた、変更の存在が見出さ

れるある特定の存続期間に関連して異なる。一般に、制限は、赤字会社の直接所有におけ

る変更が存する場合においてのみ、適用される。故に、当該制限は、間接所有への変更に

過ぎない場合には、適用されない。もっとも、オーストラリア、ドイツ、ニュー・ジーラ

                                                   
3 所有の変更について、デンマークにおける損失繰越を制限する準則は、株式資本又は議決権の 50パーセ

ント以上に関する所有の変更がある場合に適用される。当該準則の適用に当たっては、損失は資本性所得

（利子、配当、株式及び社債の譲渡所得等）と通算できないが、事業上の所得（operating income）とは

通算できる。ただし、企業が活動を行っていないペーパー・カンパニー（empty company）の場合を除く。 
4 除外は、持株会社及び金融会社に適用されうる。この場合には、活動の変更のみが求められる。 
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ンド、オランダ及び米国においてもまた、それらの国において適用される準則は、間接所

有への変更を対象とする。 

 

 繰越準則の適用上、何が「活動における変更」を構成するか、という問題は、国ごとに

かなり異なる。 

 国によっては、内部の組織再編の場合において、損失の制限を適用除外とする旨を定め

ている国もある。とりわけ、メキシコ及びスウェーデンでは、損失の繰越しに対する制限

は、グループ内部の組織再編には適用されない。スペインでは、所有の変更について、繰

越しが利用できる損失の額が株式の取得原価とその売却価格との差額まで減額される。デ

ンマークにおいては、所有変更の基準は親会社の所有者の段階において適用され、故にグ

ループ内部の組織再編成を認める。ニュー・ジーランドにおいては、損失は、事業継続及

び共通支配の要件を充たす場合には、内部のグループ組織再編成後に繰越しができる。ア

イルランド及び英国では、営業が所有関係の 75パーセント以内にある他方の企業に譲渡さ

れ場合には、損失は同一の活動に帰せられる承継企業の利得と通算できる。 

 いくつかいの国は、納税者が、所有（又は活動）の変更が租税回避の目的で行われてい

ない、ということを立証する場合には、損失使用の制限を適用除外とする旨を規定する。

これは、ノールウェイ5について当てはまる。メキシコにおいては、租税に関し譲渡とされ

ない相続、贈与又は内部組織再編成及び合併若しくは分割の場合には、所有及び活動の変

更に関する制限の適用除外が存する（ただし、合併に関する制限の適用除外は存しない）。

オランダにおいては、制限の適用除外はまた、取引段階における所定の変更に関して規定

される。ただし、企業の資産の大部分が受動的な投資でない場合に限る。 

 いくつかの国は、赤字企業の披雇用者の整理又は次年度に行われる又は行われる予定の

投資といった、租税以外の状況に関して損失使用の制限の適用除外を規定する。とりわけ、

ドイツにおいては、移転が赤字企業を救済するために組織再編成計画の過程で行われる場

合には、かかる適用除外は適用されない。これに類する準則は、オーストリア及びイタリ

アに存する。 

 

 近時の金融危機の結果として、若干の参加国は損失の繰越しに係る特別措置を講じてい

る。これらの措置については、以下のボックスにおいて要約する。 

 

 

 

 

                                                   
5 換言すれば、ノールウェイでは、一般に、所有及び（又は）活動の変更に関する損失使用の制限は存し
ない。しかしながら、ノールウェイの課税当局は、事案における事実を考慮した後、租税上の動機が専ら

取引を遂行するという動機である、ということを見出す場合には、当該取引は租税に関し無視される。 
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合併前損失の使用 

 

所定の条件を除くほか、オーストリア、カナダ、イタリア、ニュー・ジーランド、ノール

ウェイ及びスペインは、一般に、合併の場合における被合併法人から合併法人への損失繰

越の引継ぎを認める。このことはまた、フランスにおいても可能であるが、事前に大臣の

許可を与件とする。これに対し、ドイツでは、繰越損失の合併法人への引継ぎはできない。

同じことは、デンマークについてもいえる。ただし、法人が既に同一のグループであった

場合は、この限りではない6。 

オーストリアは、損失を生じせしめた資産が合併に含まれず、且つ、取引がもっぱら租税

上の損失の地位を利用するために行われる場合には、損失の引継ぎを制限する。 

ノールウェイでは、合併取引に参加する一の実体が租税上の地位（事業上の損失）を保有

                                                   
6 デンマークにおいては、遡及的効果を有した状態で合併を所得年度の開始に戻すことも可能である。合
併がすべての合併法人によって是認される日までに開始する所得年度の期間において損失が存する場合に

は、この損失の使用は制限される。ただし、当該合併法人が当該合併前に同一のグループの一部であった

場合は、この限りではない。制限とは、被合併法人における資本所得（利子、配当、株式及び社債等の譲

渡所得）を引き当てとして損失の繰越控除はできないことをいう。ただし、赤字法人がペーパーカンパニ

ー（shell company）である場合を除き、当該損失は営業上の所得を引き当てとして繰越控除できる。 

Box 3.1. 損失の繰越し：金融危機関連措置 

 

たとえば、いくつかの国において、企業が金融危機を脱するのを支援するために損失繰戻の準則

の改訂が行われた。 

 

オランダは、2009年、2010年及び 2011年に生じた損失に関し、年額 10 000万ユーロを上限とし

て、任意で 3年間の損失繰戻を採用する。 

 

ノールウェイは、年額 20 000万ノールウェイ・クローネを上限として、2008年及び 2009年に生じた

損失の繰戻しの機会を企業に与える暫定規定を設ける。 

 

英国は、損失繰戻を暫定的に 2年間に延長し、最大で年間 50 000ポンドを 3年まで繰り戻すこと

を認める。 

 

米国は、全ての納税者に対して純営業損失の繰越しを 5年まで暫定的に延長する立法（労働者、

持ち家及び事業支援法 Worker, Homeownership, and Business Assistance Act of 2009）を採択し

た。ただし、一般に、2008 年又は 2009 年の課税年度に関し、不良資産救済計画（Troubled 

Assets Relief Program : TARP）の対象者は除く。 
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し、且つ、この点に関し、当該合併取引がもっぱら租税上の地位（合併前損失）を利用す

るために行われたであろう場合には、当該合併前損失は繰り越すことができない。このこ

とは、法人が損失に関連する資産及び負債を有していない場合にいえる。さらに、上記の

法人が合併時に実質的な活動を行っていない場合には、当該取引には実質的な経済的理由

が一切存しないとみなされうる。故に当該取引は、もっぱら租税上の救済の適格性を有し

ない租税上の動機に基づくものとしてみなされうる。 

カナダ及びニュー・ジーランドでは、所有変更の準則は、合併前損失が合併後に使用され

うるか否かを決定する際に考慮される。カナダでは、期末の解散又は合併により、一般に、

繰越制限において１年の損失となる。さらに、全ての資本資産のみなし処分は一切の未実

現の譲渡損失を惹起するが、続く年度の適用は利用できない。譲渡損失以外の損失は、合

併前法人におけるのと同様の期間制限を条件として、承継法人において繰り越されうる。

ニュー・ジーランドでは、合併前損失の租税上の取扱いは、当該合併前の法律上の形式に

依る。しかしながら、一般に、損失の各年度において、赤字法人に対する 49パーセントの

株式保有の継続性（主に議決権により評価される。）が維持されている場合には、合併前損

失は繰り越され、且つ、合併後に使用されうる。 

 イタリアは、合併前損失を使用するために充たされなければならない、次の二つの基準

を規定する。（ⅰ）繰越しが株主決議による合併の承認に先立つ会計年度における貸借対照

表に基因する正味の持分の額の範囲内で認められる、という正味の持分基準。（ⅱ）その損

失が繰り越されうる実体の損益勘定が過去２年間の平均の 40パーセントよりも高い合併収

入及び労賃の議決より前の会計年度を表象する、という存続力基準7。 

 スペインでは、所定の条件が適用される場合を除くほか、合併前損失が、買収会社（合

併企業）の段階において、移転会社（被合併企業）が発行する持分証券の減損損失控除を

すでに生じせしめている場合を除き、当該損失は繰り越すことができる。この準則は、そ

の営業に参加する企業活動の再建又は合理化、といった有効な商業上の理由で当該営業が

行われる場合においても、適用される。 

 フランスでは、譲渡会社の合併前損失は、一般に、次の二つのことを条件として、主務

大臣の承認がある場合にのみ、譲受会社の損失と通算できる。（ⅰ）当該営業が経済的な観

点から正当化され、且つ、もっぱら租税目的で行われていないこと。（ⅱ）租税上の損失が

生じた活動が、最低 3 年の期間、譲受会社によって維持されていること。譲受会社の合併

損失については、これらの損失は合併後の利得を引き当てとして使用できる。ただし、事

業目的又は活動の変更がない場合に限る。 

 

                                                   
7 合併の租税上の効果は、当該合併が行われる課税期間の開始に遡及して適用されうるが、遡及適用され
る合併については、正味の持ち分基準及び持続力基準は当該合併が行われる課税期間中に生じた損失を含

み適用されるべく旨を明確にするために、2006年 6月より、当該合併規定の改訂が立法化された。 
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外国の恒久的施設の損失 

  一般に、外国の恒久的施設（PEs）を通じて生じた損失の租税上の取扱いは、二重課税

が救済される方法と連結する。普通外国税額控除により二重課税を救済する国は、居住者

法人の課税所得を決定する際に、外国の恒久的施設を通じて取得される損益を考慮に入れ

る。税額控除方式を採用する本報告書が対象とする国は、カナダ、アイルランド、イタリ

ア、メキシコ、ニュー・ジーランド、ノールウェイ（関連する租税条約において免除方式

が恒久的施設の所得に対する二重課税救済にさらに適用されている場合には、損失は控除

できない。）、スウェーデン8、英国及び米国である。オーストリア、ドイツ及びスペインも

また、免除制度の適用条件が充足されないとき又は納税者が選択したときには、税額控除

方式を適用する。 

 所定の条件が適用される場合を除くほか、オーストリア、オーストラリア、デンマーク、

ドイツ、オランダ、スペイン及びスイスは、一般に、外国の恒久的施設の利得に対する二

重課税を救済するために免除方式を採用する。免除方式が適用される方法は、様々である。

オーストラリア、デンマーク（全世界グループ連結納税制度が適用される場合を除く。）、

フランス9及びドイツでは、外国の利得と外国の損失の両方が免除され、故に外国の損失に

より居住者である納税者の課税ベースが縮小する。オーストリア、オランダ、スペイン及

びスイスでは、外国の利得は租税から免除されるが、外国の損失により居住者である納税

者の課税ベースが縮小することはない。しかしながら、これらの国は、居住地国において

控除されるであろう外国の損失は、将来年度（例えば、当該外国の恒久的施設が利得を取

得する時点及び（又は）当該外国の恒久的施設が譲渡され、若しくは子会社に転換される

時点10）において、取り戻される旨を規定する。 

 

外国の子会社の損失 

 一般に、外国の子会社の損失はその親会社の居住地国において考慮されない。全世界グ

ループ連結納税制度が適用できる場合（オーストリア、デンマーク、フランス11及びイタリ

ア）においては、外国の子会社の損失は考慮されうる。ただし、当該制度の適用の選択が

                                                   
8 国内法の下、スウェーデンは税額控除方式により二重課税を救済する。当該税額控除方式は、免除方式
を規定する租税条約が適用される場合を除き、適用される。当該控除方式はスウェーデンが締結している

大半の租税条約において適用される。 
9 所定の条件が適用される場合を除くほか、2009年以降、従業員 2000人未満の中小企業はその外国の恒

久的施設によって生じた損失を控除できる、しかしながら、これらの損失はその外国の営業が黒字となっ

た時に取り戻される。 
10 外国の恒久的施設が譲渡され又は子会社に転換される場合には、このことはスイスについては当てはま
らない。 
11 所定の条件が適用される場合を除くほか、全世界グループ連結納税制度の適用がなくとも、従業員 2000

人未満の中小企業はその 95％保有の外国の子会社によって生じた損失を控除することができる。しかしな

がら、これらの損失はその外国の営業が黒字となった時に取り戻される。 
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行われた場合に限る。米国では、外国の実体の利得又は損失は、米国において、当該外国

の実体が法人として認められない事業体（disregarded entity）、パートナーシップその他のフ

ロー・スルーの実体として取り扱われる場合には、外国の実体の米国の所有者にパス・ス

ルーされうるか、さもなければ当該米国の所有者によって認識されうる。 

 被従属外国法人（Controlled Foreign Companies : CFC）準則その他これに類似する準則が

効力を有する場合には、外国の実体によって生じた損失が居住者である株主段階で控除で

きるか否かについて問題が生ずる。一般に、このことは、しばし当てはまらない。たとえ

ば、カナダ、ドイツ、メキシコ、英国及び米国は被従属の外国の実体の損失を居住者であ

る株主に帰属せしめない。一方、CFC 段階での損失は、居住者である株主段階で当期に租

税を課される所得の額に影響を及ぼしうる。たとえばスペインでは、CFC によって生じた

所得が受動的所得（passive income）として性質づけられる場合には、当該所得の額は当該

CFC の成果に対するその持分割合に応じて居住者である法人に帰せられる。ただし、その

ような額は当該 CFC の正味の総所得金額を超えない。その結果、積極的な事業活動の過程

において CFC によって生じた損失により、その帰せられる受動的所得の額は減少しうる。

同様に、オーストラリア、デンマーク、フランス、イタリア、ノールウェイ及びスウェー

デンは、被従属外国法人の損失を居住者である株主に直截的に帰属せしめないが、CFC 準

則の適用上、外国の実体の所得を決定する際には、そのような損失の繰り越しを認める。

ニュー・ジーランドでは、CFC の損失は同一国から取得された所得（又は支店と同等の方

法で算定される外国の投資ファンドの所得）とのみ通算できる。CFC 準則が制定されてい

ない、オーストリア、アイルランド、オランダ12及びスイスでは問題は生じない。 

 いくつかの国（アイルランドとスウェーデンについては 2010年 7月 1日以降、及び英国）

は、明文の定めを以て、欧州経済地域（EEA）の国の居住者である外国の子会社によって生

じた損失がその他の場所で通算されえない場合には、当該損失を控除することを認める。 

  

 以下のボックスには、EU 法、とりわけ子会社又は恒久的施設によって生じた損失の租税

上の取扱いに係る欧州司法裁判所の判決に関連する、クロスボーダーの損失の租税上の取

扱いについてのさらなる詳細を含む。当裁判所は欧州連合条約に基づく広範な裁判管轄を

有し、欧州連合加盟国を拘束する判決を下す。故に、当裁判所の判例法は、加盟国の法制

度及びその政策決定の選択肢に密接にかかわって 

 

 

 

 

                                                   
12 オランダは、CFC準則を制定していなが、受動的所得のみを稼得する低課税の子会社については、資本

参加免税を適用しない。このような状況において、株式に係る譲渡損益は年度単位で租税を課されるであ

ろう。 
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Box 3.2. ＥＵ法の下でのクロスボーダー損失の取扱い 

   

 欧州司法裁判所は、企業損失のクロスボーダーな取扱いを扱ういくつかの判決を下している。こ

れらの判決を要約すれば、以下の通りである。 

 

子会社の損失 

 Mark & Spencer (C-446/03): この事件において、裁判所は、一般に、居住者である親会社が他

方の加盟国に設立された子会社によって生じた損失を当該親会社の課税利得から控除すること

を禁止するが、一方で、居住者である子会社によって生じた損失の控除については認める、一の

加盟国のグループ課税制度は EU 条約の下で規定される設立の自由を制限する、と説示した。し

かしながら、当裁判所は、かかる制限は公益上の最も重要な理由（つまり、均衡のとれた課税権の

配分、損失の二重控除及び租税回避の防止）により正当化される、と考えた。当裁判所によれば、

問題となった規定はこれらの目的を達成するが、同規定は、非居住者である子会社が現在、過去

若しくは将来において当該子会社が売却される場合に当該子会社それ自身によって又は第三者

によって考慮される損失の居住地国におけるあらゆる利用可能性を使い果たしてしまっている場

合に必要となる範囲を超えてしまっていた。 

 

Oy AA (C-231/05): この事件においては、一の加盟国に設立された子会社が、その親会社が同一

の加盟国に設立されている場合に限り、当該親会社を有利に扱うグループ内の資金振替を当該

子会社の課税所得から控除できる措置が EC 法に矛盾しないか否かが争点となった。当裁判所

は、譲受親会社が同一の加盟国の居住者である場合に限り、一の加盟国は居住者である子会社

にグループ内資金振替制度の下で行われる利得の振替を控除することを認めうる、と説示した。

他の加盟国の親会社に行われる資金の移転につき控除ができないことは設立の自由を制限する

が、当裁判所は、このことは均衡のとれた加盟国間における課税権の配分の必要性や租税回避

の防止の必要性により正当化され、かつ、それはこれらの目的に適っている、と考えた。 
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Box 3.2. ＥＵ法の下でのクロスボーダー損失の取扱い（続） 

H Holding (C-337/08): この事件では、国内のグループ課税制度の下、居住者である親会社は他

の加盟国の居住者であるその子会社を有する課税グループからは成らないが、一方で、居住者で

ある子会社である場合には可能である、当該グループ課税制度が EC 法と矛盾しないか否かが争

点となった。当裁判所は、EU 法はそのような立法を禁止していない、と判示した。とりわけ、当裁判

所は、当該グループ税制は設立に自由に対する規制を構成するが、公共利益における不可避的

要請（imperative requirements in the general interest）、即ち均衡のとれた課税権の配分により正

当化される、と説示した。問題となった立法は、その追求される趣旨目的を達成するのに必要な範

囲を超えていない、故にかかる趣旨目的に適っていった。他方の加盟国の居住者である子会社を

所有する会社は外国に恒久的施設を有する会社と同一の取扱いに服するべき、即ち当該子会社

の損失に関する控除及び取戻しを主張しうるはずである、という議論は否認された。 

 

恒久的施設の損失 

Lidl Belgium (C-414/06): この事件では、設立の自由及び資本移動の自由が、居住者である法

人が他の加盟国にある恒久的施設から損失を控除することを認めないが、一方で、純粋に国内の

事例については、かかる控除を認める、自国の租税措置を禁止しているか否かが争点となった。

当裁判所は、問題となった立法は取扱いの差異に影響を及ぼし、故に設立の自由の制限を構成

するが、公益上の理由（即ち、均衡のとれた課税権の配分の必要性及び損失の二重（多重）使用

を防止する必要性）により、正当化される、と考えた。当裁判所は、Mark & Spencer (C-446/03)事

件判決における判旨に言及し、設立の自由を制限する措置は、非居住者である子会社がその所

在する加盟国内において生じた損失を通算、繰越し又は繰戻しをできそうもない場合に追求され

る目的を達成するのに必要な範囲を超えている、と説示した。当裁判所は、Oy AA 事件判決にお

ける判旨に言及し Mark & Spencer 事件においてとりあげられた三つの正当化事由は、設立の自

由を制限する租税準則が正当化されるものとされるために示すのに必ずしもそれらすべてが必要

とはされない、と強調した。 

 

Krankenheim (C-157/07): この事件では、外国の恒久的施設によって生じた損失の取戻しを

規定する国内立法が、とりわけこれらの損失が当該恒久的施設の所在する加盟国において

主張されず、かつ、繰り越せなかった、という事実の見地から、設立の自由と矛盾しない

か否かが争点となった。当裁判所は、EEA協定第 31条に具現化された設立の自由（当該損

失の取戻しは当該 EEA協定がすでにその効力を生じていた 1994年に行われ、かつ、当該恒

久的施設のある国は 1995年 1月 1日に欧州連合に単に加盟したに過ぎず、故に、適用でき

る。）は、そのような立法を禁止していない、と判示した。とりわけ、当裁判所は、当該立

法は制限を惹起するが、 
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損失の二重使用の制限 

 特定の場合において、一方の国において一般に控除される損失が、他方の国の準則に基

づいてもまた、控除しうるときには、当該損失は当該一方の国において控除されない。こ

れらの準則は、同一の損失に対し二度与えられる救済を防止することをその狙いとする。

こうした準則又はこれらに類する準則を導入している国には、デンマーク、ドイツ、ニュ

ー・ジーランド、英国及び米国を含む。 

 デンマークでは、その経費に関連する所得が一の管轄区においてのみ租税を課せられる

場合において、デンマークともう一方の管轄区において同一の経費につき控除することを

明文の定めを以って防止するために、1996年に立法がなされた13。とりわけ、デンマークの

納税者は、以下の場合には経費を主張する適格性を有しない。（ⅰ）外国の租税準則に基づ

き、その経費がデンマークの租税の算定に含められない所得に対して要求できる場合、又

は（ⅱ）外国の租税準則に基づき、その経費がデンマークの租税の算定に含められない、

関連企業によって稼得された所得から控除できる場合。 

 ドイツは、2001 年に、ドイツのグループ連結納税制度における同一の損失についての多

重控除の場合を対象とする特別法を制定した14。特に、ドイツのグループ連結納税制度から

便益を享受する条件の一つは、「支配実体の能動的所得が、外国において当該支配実体に対

するドイツの課税に相当する課税の枠組みで考慮される限りにおいて、当該所得は国内の

租税に関し考慮されない」、という条件である。政府がこの条件を導入する法案と一緒に提

出した説明用覚書は、二重居住者である法人について、当該準則は、損失が国内と外国に

おいて二度考慮されるのを妨げ、又は損失が同等の外国の準則により常にドイツの負担で

                                                   
13 租税査定法第５G条。 
14 ドイツ法人税法第 14条 1項 5号。 

Box 3.2. ＥＵ法の下でのクロスボーダー損失の取扱い（続） 

租税制度の一貫性（the coherence of the tax system）、即ち上記の準則の次の二つの要

素間、（ⅰ）恒久的施設に生じた損失を控除することと、（ⅱ）続く課税年度において当該

恒久的施設の利得の額までそのような損失を取り戻すこととの間において直接かつ人的な

結び付きが存するということを保証することの必要性により正当化される。当裁判所は、

関連する二の加盟国における課税の効果を結合することにより、それが設立の自由を制限

することになるとしても、そのような制限は当該恒久的施設が所在する加盟国の責に帰す

ることができる、と付言した。当裁判所は、その本店が所在する加盟国は国内の租税準則

から生ずる不均衡を是正する課税を確実とするために、他方の加盟国における租税準則に

基づく自国の租税準則を取り下げることを求められ得ない、と付言した。 
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考慮される、とする15。 

 ニュー・ジーランドは、損失をニュー・ジーランドのなかに取り込むことを防止するこ

とを目的とする特別の準則を有する。当該準則によれば、損失は、その損失を有する法人

が、（法人の設立を通じて又は固定的施設を通じて、ニュー・ジーランド国内で事業を遂行

することによって、）ニュー・ジーランド国内に居住し、且つ、（ⅰ）租税条約に基づき非

居住者として扱われず又は（ⅱ）住所、居所若しくは法人の設立によりもう一方の国にお

いて課税を受けるべきものとされない場合においてのみ、通算できる。さらに、ニュー・

ジーランド国内において同一の損失を二度使用しようとする取引は、一般的租税回避準則

に服しうる。しかしながら、ニュー・ジーランド国内ともう一方の管轄区内との両国内に

おいて損失を利用する取引は、その仕組みが幾分人為的又は恣意的である場合を除き、一

般的租税回避準則の適用を受けそうもない。 

 英国は、ある種の二重居住者である法人がグループ・リリーフを用いてその損失を通算

すること防止する。当該立法は、ある種の法人が損失の二重救済を享受することを企て、

濫用的スキームを主として用いるある種の法人を対象とする。損失その他の金額は、振替

会社（欠損会社）であろう法人が二重居住者である投資会社である場合には、グループ・

リリーフ規定の下では通算できない。一般に、通常の営業に従事する法人は当該立法の範

疇から除外される16。以下は、かかる英国の準則の適用例である。 

 Ａ社、Ｂ社及びＣ社は、一の多国籍企業グループである。 

 Ａ社は、英国法人であって英国の居住者である。 

 Ｂ社は、二重居住者である投資会社であり、かつ、米国法人であって英国の居住

者である。 

 Ｃ社は、米国法人であって英国の居住者である。 

 Ａ社とＢ社は、英国のサブグループである。 

 Ｂ社とＣ社は、米国のサブグループである。 

 Ａ社とＣ社は、各々、100ポンドの利得を有する。 

 Ｂ社は、100ポンドの損失を有する。 

                                                   
15 2001年9月10付連邦政府法人税改革草案（連邦議会印刷物、14/6882 37頁）、Available (in German) at  

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/14/068/1406882.pdf （2009年 6月 29日現在)。 
16 英国法の下、法人がある種の条件によって英国国外の領域の法令に基づき租税を賦課される対象である
場合には、当該法人は、中心的な管理支配の基準に基づき、それが英国の居住者であるいずれかの会計年

度において二重居住者法人である。「領域」という用語は、「国」という用語よりも広範な用語であり、州

その他地方公共団体を包含する。通常の取引活動に従事する法人は、一般に当該立法の範疇から除かれる。

かかる除外は、「通常の事業活動に従事する法人」の意味を定義するのではなく、二重居住者である投資会

社を定義することによって行われる。一般に、法人は、それが事業会社である場合を除き、二重居住者で

ある投資会社である。しかしながら、以下の場合には、二重居住者法人である事業会社はまた、二重居住

者である投資会社でもある。（ⅰ）それが、ある会計期間を通じて投資会社ではない場合（例えば、当該法

人が事業会社としてもはやみなされない限りにおいて、ある会計期間中、その取引が減少している場合）、

又は（ⅱ）それは事業会社であるが、事業会社ではない二重居住者である法人に類似する活動を行ってい

る場合。 
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制限がなければ、Ｂ社はその損失をＡ社の利得及びＣ社の利得と通算しうる（その結 

果、併せて、200 ポンドの救済を得る）。しかし、英国の準則の下、Ｂ社の損失はＡ社の利

得と通算できない。さらなる措置が存しなければ、グループ・リリーフに訴えることなく

当該損失を消尽するために、二重居住者である投資会社に利得を移転することで損失救済

の制限の効果を回避することができよう。二重控除を維持するためには、二重居住者であ

る投資会社へ移転される利得は一の国においてのみ租税を課されなければならないであろ

う。これは、たとえば、グループに関連する規定に基づき譲渡益若しくは Balancing charge

がある期間に亘り二重居住者である投資会社に生ずる資産又は営業を譲渡することよって

達成されるであろう。譲受会社は、その後に第三者に当該資産又は営業を処分することに

よって当該譲渡益若しくは Balancing chargeを実現する。故に、英国は濫用的なタックス・

プランニングに脆弱な 6 つの追加的な救済の形式の使用を制限することで二重居住者であ

る法人に対する損失の救済準則を補強している。 

米国は、1986年に同一の損失の多重控除に関する準則を導入した17。当該準則は、二重居

住者である法人が先ず外国の租税ではなく米国の租税に服する所得と通算し、次に米国の

租税ではなく外国の租税に服する所得と通算する単一の損失を使用すること（「ダブル・デ

ィップ」18）を防止する。1988年、当該準則の適用は、たとえば内国法人の外国の支店又は

恒久的施設が外国法に基づきありうるダブル・ディップを惹起する米国の居住者である法

人（「内国法人」）の外国の関連会社との連結を認められる状況にかんがみ、当該米国の内

国法人の「別個独立した単位」（separate unit）の範囲を拡大した。内国歳入庁及び米国財務

省は、1989年に暫定規則を発遣し、1992年には最終規則を発遣した、その後の進展に応じ

て、内国歳入庁及び米国財務省は、2007年に内国歳入法1503条（ｄ）に基づく新たな最終

規則（「二重連結損失規則」（Dual Consolidated Loss Regulations）、即ち「DCL規則」）を発遣

した19。 

 

                                                   
17 1986年の租税改革法の一部として制定された内国歳入法第 1503条（ｄ）。 
18 1503条（ｄ）の導入理由について、両院合同租税委員会の職員により作成された 1986年租税改革法の

一般的説明は、次の通り述べる。「ある法人が米国において当期の課税を受けない所得に対する外国の租税

と通算するために用いる損失はまた、それがどのようにして生じた損失であろうとも、その他一切の米国

の租税を減少させるために用いられるべきではない。そのような損失の否認により、外国の投資家と米国

の投資家は、両者を同じ競争的地位に置く租税法令の下で米国経済において競争ができる。「ダブル・ディ

ップ」（二つの異なるグループよる所得控除の使用）を容認することによって、二重居住者に対する優先的

な取扱いは米国への投資を行う特定の外国投資家に不当な租税上の利益を与える。［．．．］二重居住者法人

の仕組みは、英国の企業（及びオーストラリアの企業）が米国の企業を買収する、さもなければ米国経済

において米国企業に対して競争上の利点を獲得する不当な誘因を惹起する。同様に、二重居住者法人の仕

組みは、米国の法人が国内の資産ではなく外国の資産を取得する不当な誘因を惹起する。」（JCS-10-87、1987

年 5月 4日、1064頁-1065頁） 
19 TD 9315, 連邦官報第 72巻第 52号、2007年 3月 19日、12902頁-12946頁。 
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［47］第 4章 

租税上の損失を包含するスキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概観 

 政府が、利得に対する課税と概して均整のとれた方法で商業上の損失に対する救済を付

与する場合には、納税者は濫用的なタックス・プランニングに従事することを促され、損

失繰越に係る国の制限を損失救済に関する抜本的な政策上の禁止としてではなく、問題を

回避すべく専門的事項として取り扱う。さらに、収益のある年度における「恣意的な」租

税上の損失を惹起する濫用的なタックス・プランニングによって、真正な商業上の損失に

係る濫用的なタックス・プランニングに対する政府の懸念は一層増す。 

 本章は、参加国が直面している損失に係るスキームについて要約する。これらのスキー

ムに基づき、本章は損失に関連する主たるリスクの領域を同定する。これらの主たるリス

クの領域には、金融商品の使用（例えばデリバティブ、セール・アンド・リースバック取

極、特定の種類株式等）、企業組織再編成（例えば合併、買収、資産の移転、株式交換等）

及び独立企業間価格ではない移転価格ではない価格移転が含まれる。言うまでもなく、金

融商品、企業再編成及びグループの内部取引は、一般に、法的に有効な事業上及び商業上

の理由を以って行われる。しかしながら、それらが、租税に関し意図されない損失の使用

を可能とならしめるために不適当に用いられうる場合がある。 

 

 

本章では、本調査研究に参加した 17ヵ国が直面している租税上の損失に関するスキーム

について要約する。本章は、金融商品の使用、企業組織再編成及び独立企業間価格ではな

い移転価格を含む、損失に関連する主たるリスクの領域を同定する。 

 

 

 

主な調査結果 

 参加国は、いくつかの損失に係る濫用的なタックス・プランニングに直面している。 

 参加国が調査したスキームは、例えば関連者又は非関連者への利得若しくは損失の移

転、損失の繰越制限の回避、損失の認識若しくは取扱いに関する準則の回避、恣意的

な損失をつくりだすこと及び同一の損失に対する多重控除の申請、といった様々な結

果を達成することをその狙いとする。 

 金融商品、企業組織再編成及び移転価格は、これらの異なる結果を達成するために技

巧的に共通して用いられ、歳入当局によって主要なリスク領域として同定されてい

る。 

 税引き後ヘッジのような、参加国によって同定されるいくつかの商品は、困難な政策

上の問題を突きつけうる。 
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主たるリスクの領域 

金融商品 

損失の租税上の取扱いに関する準則を回避するための金融商品の使用は、歳入当局にと

って関心がある領域である。一以上の管轄区を含む複雑な金融商品又は金融スキームは、

あらゆる関連する情報獲得の可能性という点において、歳入当局の関心を喚起する。この

点、歳入当局間の国際的な協力は、取引を基礎づける事業上の理由及び含まれるそれぞれ

の管轄区における当該取引の効果が充分に理解されるということを確実にする際に、重要

な役割を果たす。 

 金融商品は、たとえば異なる納税者間で利得又は損失を転嫁するために用いられうる。

これにより、納税者は前払いで支払われた損失を利用することができ、又は期間制限及び

（若しくは）所有や活動の変更の制限を回避することができる。参加国はまた、金融商品

が、恣意的な損失、すなわち、租税に関し単に生じせしめられる損失であって、いずれか

の者によっていずれかの場所で生じた経済的損失ではない損失を恣意的につくりだすため

に用いられる場合には、いくつかのスキームを同定している。概して、これらの取引によ

って、その他の所得と通算しうる経費又は損失は生じ、一般に、こうした経費又は損失に

対応する一切の収益又は利得に対する課税は回避されがちである。 

 

企業組織再編成 

 本章は国内の組織再編成についていくつかの例外を含むが、大部分の国は所有の変更及

び（又は）活動の変更について、損失を制限する準則を有する。これらの制限は、損失救

済の税収コストを抑えるが、損失が相互に取引される場合及び赤字企業がもっぱら租税に

関し買収される場合には、当該制限は特に濫用的行為の阻止に向けられ、故に租税に基因

する経済上の決定の歪曲を防止する助けとなる。同じことは、大部分の国のグループ課税

に係る準則についても当てはまり、そうした準則は損失を生ずる実体内部（すなわち、共

通に所有される実体のグループ内部）での租税に基因する当該損失の囲い込みによる合併

及び買収を防止する。 

 歳入当局は、適用される準則への遵守を確実とするために、近時の金融危機による所有

の変更及び組織再編成の租税上の影響を既に調査している。歳入当局の立場から懸念され

るのは、たとえば赤字企業を合併すること又は黒字企業を所有する課税グループに赤字企

業を含めることを唯一の若しくは主たる目的とし当該赤字企業を買収し、これによりその

被買収会社の損失の分だけその他のグループ企業の利得が減少する事例である。懸念が生

ずるその他の専門的事項は、租税に関し損失が具現する前に、年度末に向けての赤字企業

の買収に関連してくる。参加国のなかには、そのような買収が増加している旨を届け出る

国もあるが、これはグループ課税制度の異なる枠組みにおける損失の繰越制限又は損失の

使用制限がある課税期間の部分に関して適用されないという事実に基因しうる場合がある。 
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独立企業間価格ではない移転価格 

 移転価格は、黒字と赤字の双方の文脈において、国際課税における主たるリスクの領域

である。ある個別具体的な移転価格上の課題は、赤字グループ企業と黒字グループ企業内

部の赤字関連企業について生じうる。歳入当局は、納税者が外国の関連企業と行うクロス

ボーダーの取引の報酬が独立企業原則に矛盾しないか否か1及び（又は）外国の実体の恒久

的施設（PE）への利得の配分が独立企業原則に矛盾しなか否か2を検証する。 

 独立企業原則の下、子会社の報酬又は多国籍企業グループの一部である支店への利得の

配分は、それが使用した資産及び引き受けたリスクを考慮すれば、その遂行した機能を反

映しなければならない。赤字の状況であれば、歳入当局は、とりわけ当該グループのメン

バー間における機能、資産及び（又は）リスクの配分（若しくは）再配分、すなわち、重

要な潜在的損益の相反が独立企業原則と一致する、ということを検証することを欲するで

あろう。大部分の部門において、グループ間のリスク配分は損益配分（利得/損失）の配分

においてまさに重要かつ明白な役割を有し、歳入当局は損失がそれらの部門に関連するリ

スクが属する場所に配分されているかどうかを監視している。リスクの配分及びリスクの

移転に対する独立企業原則の適用に関するガイドラインは、OECD移転価格ガイドラインの

第 9章と恒久的施設に対する利得の帰属に関する報告書において見出されうる。 

 反応が迅速で、それが租税の非効率性を惹起しうるのではないかということが懸念され

る。特に懸念されるのは、租税に基因する事業ストラクチャーの変更及びグループにおけ

る移転価格方針の予期せぬ変更である。多くの多国籍企業は、地域又は全世界を基盤とす

るそのサプライチェーンを最適化するために事業ストラクチャーの集中管理化を実施して

いる。銀行業において、金融危機以前にいくつかの銀行は、低課税の課税管轄区に所在す

る操業を通じて大規模な金融資産の管理運営を行っていた。金融危機により、過大な損失

は、これらの金融資産に関して実現された。歳入当局は、これらの損失を出している金融

資産が、独立企業間価格ではない取引、すなわち、独立企業間価格ではない内部取引を通

じて比較的高課税の課税管轄区に配分されうることもある、ということを懸念する。 

 その他の産業において、グループの中枢である事業者として行動する実体は、通常、自

己に有利な課税管轄区に所在し、一方、低リスクの製造及び販売流通は高課税の課税管轄

区においてリスクが低い製造及び販売流通を行う。故に、これらのストラクチャーの租税

上の効果は、グループに属する低リスクの実体は一定の報酬、といっても低い報酬を受領

しつつ、これらの活動から生ずる利得の大部分は当該事業者に配分される、というもので

ある。このことはまた、景気低迷期においては、グループの中枢である事業者は損失を被

り、一方で、高課税の課税管轄区に所在する低リスクの関連企業は黒字のままである、と

                                                   
1 条約上の局面については、OECDモデル租税条約第 9条参照。 
2 条約上の局面については、OECDモデル租税条約第 7条参照。 
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いうことを意味する。このような状況において、いくつかの多国籍企業は、確立された移

転価格方針を変更することを試み、又はサプライチェーンのいたるところで損失を配分す

るために現存する企業内取引を修正することを試みうる。 

 独立企業原則の適用は、（誤った）移転価格がグループ内の黒字である実体に又は損失救

済の準則が比較的寛大な国に損失を移転するために用いられないということを確実にする

には不安定である。移転価格のリスクは、たとえば多国籍グループ内での所得と経費の誤

った配分、又は過大な価格取引若しくは過少な価格取引から潜在的に生じうる。いくつか

の参加国においては、移転価格に対する懸念は金融取引に関連して同定されている。たと

えば、保証料、関連者利子率及び税引き後ヘッジ（すなわち、ヘッジ取引の下、税引前ベ

ースでは、一方の当事者はネットの長期エクスポージャーを有し、一方、他方の当事者は

同一のネットの短期エクスポージャーを有する。しかしながら、税引き後ベースでは、そ

れらの当事者はエクスポージャーを有しない。なぜならば、当該エクスポージャーは、事

実上、歳入当局に容認されるからである。）、といった金融取引である。 

 問題はまた、スピリット・ヘッジ（即ち、Ａ国の法人がＢ国の関連法人の資産又は負債

に関連するヘッジ商品を保有し、総じてそのグループの便益のためにエクスポージャーを

ヘッジする場合）についても生ずる。かかるスピリット・ヘッジは、国際的な銀行グルー

プにおいて共通して見受けられ、損失が、ヘッジ戦略の結果として、相殺ポジションから

生ずる収益が認識される管轄区以外の管轄区において租税に関し認識されうる状況は、移

転価格分析により検討されなければならいないであろう。恒久的施設（PE）に対する利得

の帰属に関する報告書で述べられている通り3、このことは、スプリット・ヘッジが関連企

業間において生ずる場合には、困難を惹起し、さらなる検討作業の課題となるであろう。

さしあたり、一方の関連企業から他方の関連企業にリスクを移転することを企てる取引に

起案する一般指針は、OECD 移転価格ガイドラインの第 9章に見出されうる。ある個別具体

的な問題はまた、金融機関が「ネット」ヘッジ戦略を用いる場合においても生ずる。なぜ

ならば、特定の取引から生ずる損益を追跡し、それをヘッジする顧客取引において当該損

失を相殺する損益に辿り着くことは、ほとんど不可能であるからである。 

 

参加国が直面するスキーム 

 税務当局は、濫用的なタックス・プランニングのスキームを用いる納税者によって惹起

される租税制度のリスクを懸念し、そうした懸念はおよそ、利得を含むタックス・プラン

ニングについてと同じ方法による損失を含むタックス・プランニングにある。しかしなが

ら、累積された損失を有する企業又は他の場所における多額の損失から便益を享受するポ

ジションにある黒字企業のタックス・プランニングの手法は、好景気時に通常用いられる

であろうタックス・プランニングとは全く異なる。たとえば、多くのグループが同時に租

                                                   
3 恒久的施設に対する利得の帰属に関する 2008年報告書のパートⅢ第 138パラグラフ参照。 



36 

 

税上の損失のポジションにあるという事実から、各々の当事者の損失救済を最大限に利用

するための非関連企業とのバック・ツー・バック取引の機会が稀に存するということが分

かる。損失救済に関する準則間の相違によってもまた、最も有利な準則を採用する国にお

ける租税上の救済を確実とするタックス・プランニングに対するインセンティブは増すで

あろう。比較的高課税の課税管轄区、あるいは比較的低課税の課税管轄区に課税所得を配

分させる関連するインセンティブはまた、黒字の期間に比して、赤字の期間においては明

らかに逆転する。 

 参加国が示した結果に基づけば、これらの参加国においてみられるスキームは、次の通

り類型化される。 

 

 損失を移すスキーム 

 利得を赤字の当事者に移すスキーム 

 損失繰越の期間制限を回避するスキーム 

 損失の認識又は取扱いに係る準則を回避するスキーム 

 恣意的な損失をつくりだすスキーム 

 同一損失の二重／多重使用を含むスキーム 

 

損失を移すスキーム 

 損失を移すスキームのいくつかが、参加国において見受けられる。これらのスキームは

黒字の操業部門に損失を移すことを企て、これにより当該損失の受領者はその課税所得を

引き当てとして当該損失を使用することができる。参加国において見受けられる損失移転

のスキームは、スワップや税引き後ヘッジのような複雑な金融商品、独立企業間価格では

ない移転価格、及び繰り越される租税上の損失以外に資産を有さない赤字法人の買収に基

づく。これらのスキームは、以下の通り、簡単に要約される。 

（実際の事案においてはさらに複雑であるが、）次のスキームは、銀行に関連して、ある

参加国において同定された。Ａ銀行は、高課税のＡ国の居住者である。Ｂ銀行は、高課税

のＢ国の居住者である。双方の銀行は、各々、Ａ銀行の子会社（Ａ銀行グループに属する。）

及びＢ銀行の子会社（Ｂ銀行グループに属する。）を通じてＣ国（低課税の課税管轄区）に

おいて操業する。双方の子会社は、多額の損失を出している金融資産を管理運用する。Ａ

銀行の子会社とＢ銀行は金融デリバティブ契約（原資産に左右されるクレジット・ディフ

ォルトやエクイティ・スワップ）を締結し、この契約の下、Ａ銀行の子会社の金融資産の

関するエクスポージャーはＢ銀行に移される。同時に、Ｂ銀行の子会社とＡ銀行は類似の

金融デリバティブ契約を締結し、この契約の下、Ｂ銀行の子会社の金融資産の関するエク

スポージャーはＡ銀行に移される。最終的に、Ａ銀行とＢ銀行は、類似のデリバティブ契

約を締結し、これによりＡ銀行とＢ銀国との間におけるリスクの移転は、連結グループベ

ースで効率的に抑制される。換言すれば、この２つの銀行のグループが当該取引前に有し
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ていた金融資産に関するエクスポージャーは、当該取引によっては変更されず、一方で、

同時に、損失は、高課税の課税管轄区であるＡ国とＢ国との間で租税に関し配分される。 

いくつかの参加国によって同定されるいま一つの取引は、インデックス連動型証券にお

ける長期ポジションと短期ポジションとの相殺に加わる関連法人のグループを含み、これ

により一方の管轄区内において生じた使用できない租税上の損失を他方の管轄区の黒字の

関連当事者に移転できる。対象指標の動きは正確には予測できないが、当該取引の条件は、

最悪の場合でも、当該グループは税引き後のポジションが中立的である（収益も損失もな

い）、というものであるが、実際は、当該指標が市場予測の範囲内で動く場合には、収益は

赤字法人において生じ、当該収益は繰り越される損失を引き当てとして使用されると同時

に、損失が黒字法人の他の利得について納付される租税を減少させる場合には、当該損失

は当該黒字法人において生じる、といものである。 

別のスキームは、同一の外国の銀行の外国の支店からある参加国の国内支店へのある種

の「アウト・オブ・ザ・マネー」の通貨スワップに関するリスク管理機能の移転（その資

産に関する会計機能は当該外国の支店において維持）を通じて、当該参加国へ損失を移入

することを企てる。その結果、当該国内支店は、当該リスク管理機能の移転時からその経

済的所有者として扱われ、且つ、他方の支店が参加する当該スワップに関して行われる支

払いについて控除する。さらに、当該移転時から実現された全ての収益及び損失は、当該

国内支店の査定所得に含まれ、当該国内支店の当該査定所得から控除できる。 

また別のスキームにおいては、Ⅹ法人が第一年度末にＹ法人の株式の全部を取得する。

当該株式の売却前に、Ｙ法人の棚卸資産及び人員は関連法人に移管された。唯一の残存項

目は、例えば総額 500 にのぼる損失である。当該株式の売却価格は、年度末に報告された

損失の 8パーセント、即ち 40で合意された。第二年度において、Ｙ法人は、グループ拠出

金の形式でⅩ法人から 500 を受領した。当該グループ拠出金は、Ｙ法人段階において課税

所得として扱われ、且つ、その損失と通算するために用いられが、さらに当該拠出金はＸ

法人段階において控除されるものとして扱われる。第三年度において、Ｙ法人はＸ法に 500

を免税配当として支払う。その後、Ｙ法人は解散する。当該取引により、Ｘ法人は行なわ

れた拠出金の課税価額（500×28 パーセント＝140）から当該株式に対して支払われた価格

（即ち 40）を差し引いたものに等しい 100の正味の便益を有することとなる。 

ある参加国によって同定されるスキームにおいては、課税利得を有する居住者である親

会社が、近時の経済の悪化により悪影響を受けている他の参加国において小売に従事する、

その株式の全部を所有するいくつかの子会社を有する。これらの子会社は販売流通者とし

て行動したが、売上高の大幅な減少により多額の営業損失を被っている。当該親会社は、

当該子会社に多額の支払を行い、これらの支払を、いわゆる、「市場支援支払」（market support 

payments）控除として申告する。しかしながら、これらの金額は、事前に計画された市場戦

略によって具体化されておらず、当該子会社の過年度の損失が租税に関し充分に利用され

うるように、単に当該損失を当該親会社に移転することをその目的としているに過ぎない。 
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赤字の当事者に利得を移すスキーム 

 参加国によって同定されるスキームの別群は、損失の先行使用を与えるために、赤字の

操業部門に利得を移すことを目的とする。歳入当局は、損失を出している活動を有する実

体が、可動性の高い所得（例えば、資金調達又は無形資産の使用実施許諾から生ずる所得）

を生じせしむる経済的活動を遂行していないであろうにもかかわらず、その損失と当該所

得とを通算できるように、当該実体に当該所得を配分するスキームに直面する場合がある。

参加国によって同定される他のスキームは、非関連者の第三者への資産の売却から生ずる

利得を引き当てとして関連当事者の損失を使用することを企てるものである。他のスキー

ムにおいては、信託の階層を通じて、その所得が赤字企業に移るように、当該納税者の事

業が再編成される。これらのスキームの例については、以下で簡単に要約する。 

 ある参加国は、あるグループの一員であってＡ国の居住者である企業が金融危機により

多額の損失を抱えている、という状況に直面する。当該グループは、Ａ国における損失を

利用するために、グループ内部の組織再編を実施した。これには、Ｂ国におけるグループ

企業をＣ国におけるグループ企業に移すことが含まれていた。Ｃ国のグループ企業は、当

該Ａ国の企業が前貸しした内部融資を通じて、当該Ｂ国の企業の買収の資金を調達した。

この方法において、当該Ａ国の企業はその損失に対して当該融資について受領する利子を

使用することができる。他方、当該Ｃ国のグループ企業は、その課税所得からその支払い

利子を控除する。別の参加国によって特定される類似のスキームにおいては、課税所得が

使用実施許諾の支払を通じて移されていた。 

 ある参加国は、非関連者である第三者への資産の売却に赤字の関連企業を介入させるこ

とに依拠するスキームを同定した。とりわけ、株式交換における赤字の関連企業への（非

課税）資産移転に続き、当該赤字の関連企業は非関連企業に公正市場価額で当該資産を売

却し、その現存する損失の繰越しと当該売却益とを相殺する。次に、当該赤字企業はもと

もと当該資産を所有する企業に企業内貸付を提供するか、あるいは現行の国内準則の基づ

き免税となりうる配当を分配する。結果として、当該スキームにより、資産価値の増加に

対する課税は回避され、受領金を非課税で入手できる。 

 

損失繰越に対する期間制限を回避するスキーム 

 参加国は、参加国における期間制限の適用によって、さもなければ失われたであろう損

失を「回復」するための金融商品を使用することに依拠するある種のスキームを同定して

いる。換言すれば、それらのスキームは、通常、損失繰越を使用することができ、且つ、

翌期間の損失を使用できる、最後の期間において課税所得をつくりだすことによって、適

用される期間制限を回避する。他の事例において、スキームは、関連立法に基づき拡充さ

れた繰戻しの期間から便益を享受するために、いわゆる、組織再編成に基づき構築される。
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これらのスキームの例については、以下で簡単に要約する。 

 次のスキームは、限定された期間においてのみ損失の繰越しができる国において同定さ

れた。たとえば、ある納税者が、損失の繰越しが利用できる最後の期間に配当を支払うこ

とを期待されるある外国の企業の株式を購入する。しかるのち、当該納税者は当該配当を

受領する権利を売却し、失効しようとしている損失繰越に対し使用しうる所得を予め実現

する。次に、当該株式は翌年に譲渡され、株式価額の減少は租税に関し認識される。故に、

当該損失繰越は効率的に回復され、関連法に基づく期間制限の適用は回避される。 

 他のスキームにおいて、納税者は組織再編成を通じて損失繰越に係る準則を回避しよう

とする。そのようなスキームの一つは、適用される準則の下、継続している営業又は事業

の損失は、通常、前課税年度のみに繰り戻すことができるが、一方で、当該営業又は事業

の恒久的な中断の場合においては、当該損失は前 3 課税年度に繰り戻すことができる、と

いう事実に基づく。当該スキームは、当該事業の中断なしに、且つ、効率的な所有の変更

なしに、これらの規定を適用することを企てる。同一のグループが支配する、新たに組織

されたパートナーシップに赤字事業を移転することによって、しかも、法人税が賦課され

る法人ではない個人、信託又はその他の者が小口のパートナーシップの持分（例えば 1 パ

ーセント）所有されている場合には、これらの準則の適用上、当該個人（又はその他の者）

の介入は当該取引の恒久的な中断の原因になる、ということが議論される。 

 

損失繰越に係る所有/活動の変更制限を回避するスキーム 

 参加国によって同定された、損失繰越に係る所有/活動の変更制限を回避するスキームに

は、たとえば、主要な株式保有の変更に優先して、所得を即時に赤字法人に注入し、これ

により当該赤字法人がその損失繰越の権利を喪失する結果となるスキームが含まれる。所

得の注入は、可動性の高い所得の移転又は金融商品の使用のいずれかによって行われる。

加えて、参加国のなかには、所有の変更の場合において、損失の使用制限の適用を回避す

るための手段として参加権利が異なる株式の使用を同定している国もある。これらのスキ

ームの例については、以下で簡単に要約する。 

 ある参加国は、要請される期間を通じて株式保有の継続を維持できなかったことによる

その損失繰越の失効に直面している法人の累積損失を回復することを企てるスキームを同

定している。一つのスキームは、赤字の関連法人への黒字の事業会社に帰属する知的財産

の売買を含む。売却後、当該資産は使用料の見返りに長期間に亘り当該事業会社にライセ

ンスバックされる。このスキームのキー・ポイントは、最初の 5 年間は使用料が一括して

支払われ、故に、さもなければその繰越を喪失したであろう損失は、消滅し当該事業会社

に移転される、という点である。 

 いま一つのスキームは、法人Ａ、新設の当該Ａ法人の完全子会社（法人Ｂ）及び新設の

当該法人Ｂの完全子会社（法人Ｃ）を含む。法人Ｂは、株式保有の継続中断前に、現金と

引き換えに法人Ａに強制転換社債（MCNs）を発行した。当該MCNsは償還期限及びクーポ
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ンレートが決められており、満期に株式に転換される。その後、法人Ａは前払い手数料と

引き換えに当該 MCNs に係る利子所得に対する権利を法人Ｃに譲渡した。当該取引が意図

した結果は、（ⅰ）当該手数料は当該株式保有の継続中断前に法人Ａが受領した利子所得と

して扱われ、且つ、（ⅱ）当該継続中断の後に当該グループは当該（利子所得譲渡）手数料

と等しいネットの控除を受領する。 

 別の参加国によって同定された一つのスキームにおいては、当該納税者は披買収法人の

損失を使用する買収する法人の適格性に係る関連する制限の適用を回避するために、議決

権の異なる株式を用いている。当該納税者は、このスキームを通じて、これらの制限を惹

起する「支配変更」の事象を回避することを企て、関連するグループ課税制度を用いるこ

とによって、当該買収法人の課税所得を減少させようとする。 

 

損失の認識又は損失の取扱いに係る準則を回避するスキーム 

 参加国は、租税に関し損失の認識又は損失の取扱いに係る準則を回避することをその狙

いとする、いくつかのスキームを同定している。これらのスキームは、グループ課税の適

用における損失の使用、外国の損失の控除又は損失の繰越に関する準則を回避することを

その狙いとする。これらのスキームの例については、以下で簡単に要約する。 

 スキームの一つにおいて、年度末直前に、非居住者である持株会社がある参加国の国内

に恒久的施設（PE）を設立し、当該恒久的施設はその貸借対照表にいくつかの黒字の子会

社及び赤字の子会社への出資参加を記録する。結果として、当該非居住者は当該黒字の居

住者子会社及び赤字の居住者子会社は租税に関し連結されなければならい旨を主張する。

当該恒久的施設は所定の期間において当該子会社を支配しておらず、当該株式は当該恒久

的施設に実質的に関連を有しおらず、さらに当該恒久的施設は当該参加国の国内において

事業活動を遂行していないために連結グループ課税に係る関連する条件が充足されていな

かったにもかかわらず、こうした主張が行われた。 

 他のスキームにおいて、歳入当局は、損失が租税に関し具体化する前に、年度末にかけ

ての赤字法人の買収が増加していることに注視している。これは、「ビルトイン」（潜在的

な）損失を有するある法人の課税期間末前の当該買収を含む。所有の変更が生ずる課税年

度中に生じた損失の控除を制限する準則が存しない場合には、当該買収法人は、当該被買

収法人の損失とその他のグループ法人の利得とを通算するために、利用できる課税制度を

用いうる。 

 ある参加国によって同定されるスキームにおいて、グループ間配当が、関連する連結制

度の適用前に生じた損失を使用することを唯一の目的として、分配される。とりわけ、あ

る法人の連結グループ参加前に生じた損失は制限され、当該損失を繰り越す子会社による

利得の額まで、当該連結グループによる利得と通算され得るに過ぎない。同時に、グルー

プ間の差引勘定、取引及び経費は、連結グループの課税所得を決定する目的上、考慮され

ない。あるスキームにおいて、あるグループ企業はその損失を繰り越すグループ法人に配
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当を分配し、当該納税者は、当該配当が最終的に当該グループの課税所得の決定において

考慮されなくとも、当該損失が赤字法人によって受領される配当の額まで当該グループの

課税所得と通算するために用いられうる旨を主張する。 

 別の事案においては、納税者は（さもなければ使用されなかったであろう）非関連法人

の損失の一部を獲得するために、グループ・リリーフ/コンソーシアム・リリーフの適用を

主張する。とりわけ、将来においてかなりの事業損失が予想される居住者である法人が、

その親会社によって新設法人（Newco）に売却される。Newcoは 2種類の株式を所有し、外

部の投資家は当該投資家に Newcoの議決権の 26パーセントを付与する株式を取得する。故

に、当該パーティーはコンソーシアムを形成し、その損失が生ずる時点において、当該コ

ンソーシアムのメンバーはコンソーシアム・リリーフの適用を通じてこれらの損失の持分

を主張することができ、これにより損失をグループ本体の外部法人に譲渡することができ

る。 

 ある参加国によって同定されたスキームにおいては、企業組織再編成を行うことによっ

て、ある外国のグループ企業の活動から生ずる損失を居住者であるグループ企業の所得と

通算できる。具体的には、当該外国のグループ企業はその資産を当該居住者であるグルー

プ企業に売却し、当該売却によって実現した収益と当該外国の国内に存するその損失とを

通算した。そこで、当該居住者たる企業は、外国において購入された当該資産は実質上そ

れを通じてその活動が当該外国の国内において遂行される恒久的施設に等しい、と主張し

た。当該外国における活動は損失をもたらす状態にあったため、当該居住者はこれらの損

失は、当該参加国において、当該法人の課税所得を引き当てとして控除することができる、

と主張した。 

他の参加国は、類似の問題に直面していた。あるスキームにおいては、他の欧州連合加

盟国内に赤字の恒久的施設（PE）を有する居住者法人がパートナーシップに転換される。

後者の加盟国の課税目的上、当該転換の結果、当該 PE は清算され、続いて、再設立された

とされる。その効果は、当該 PE の隠れたる積立準備金が実現され、その果実所得は当該 PE

の損失繰越と通算される。同時に、当該居住者法人はその税務申告において、その残余の

損失繰越について、欧州司法裁判所の判決（Lidl Belgium bGmbH and Co.KG）に言及される

所得からの控除を主張する。この判決によれば、本店所在地国は当該外国の PE の損失が「最

終的に確実」（definitive）となり、いずれの場所においても使用され得ない場合には、当該

損失の控除を認めなければならい。加えて、当該転換に続く会計年度において、当該 PEは

営業権（のれん）を定額法にて償却し、準備金を立てるが、かなりの損失が生じているた

め、当該損失繰越をその終了した事業から再設立された事業に移管する。 

 

恣意的な損失をつくりだすスキーム 

 恣意的な損失をつくりだすスキームは、いずれかの場所においていずれかの者によって

生じた、経済的損失ではない損失である損失を租税に関し生じせしむることを企てるスキ
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ームである。それ故、これらのスキームは、意図的でない方法で、あるいは関連する準則

を基礎づける原則に反しない方法で、同一の納税者若しくは異なる納税者によっていずれ

かの場所において経済的に生じせしめられた損失を使用することを企てる、上述のスキー

ムとは異なる。恣意的な損失に係るスキームはしばしば、有価証券貸付、エクイティ・ス

ワップ及び株式買戻条件付販売契約（レポ取引）のような、複雑な金融商品に依拠する。

参加国によって同定される他のスキームは、租税に基因する内部組織再編成を通じて、あ

るいは国内の合併準則の活用を通じて恣意的な損失を生じせしむことを企てる。これらの

スキームの例については、有価証券貸付契約の下、外国の実体は外国の株式を納税者に貸

し付け、その代わりに、当該納税者は当該契約の期間中に受領する配当に等しい額から手

数料を差し引いた分の支払（「架空の支払」）に同意する。当該納税者に支払われた配当は、

通常、多くの国において適用される資本参加免税制度に基づき課税から除外される。一方

で、当該納税者は当該契約に基づき当該外国の実体に行われた支払いについて控除を主張

する。当該納税者の居住地国と当該外国の実体の居住地国との間の有効な租税条約に従え

ば、当該「架空の支払」に対する源泉税は一切課され得ない。類似の結果はまた、エクイ

ティ・スワップ及びレポ取引の下においても得られる。 

 参加国によって同定された他のスキームは、租税に基因する内部組織再編成におけるグ

ループ間の借入を通じて課税ベースを減少させることを企てる。ある参加国によって同定

されたスキームの一つは、営業利益との通算に使用される利子控除をつくりだすために、

借入によって資金調達されたある事業会社の株式のグループ間売買に依拠する。借入れ債

務の資金はあるグループ法人よって提供される。当該取引においては、当該株式の売却益

に対して租税は課されず、且つ、当該利子所得に対してほとんど全く租税は課されない。

クロスボーダーのゼロ・クーポンを通じた迂回融資に基づく類似のスキームが、別の参加

国によって同定された。このスキームにおいては、居住者法人が外国の子会社に株式で融

資し、続いて、ゼロ・クーポンノート契約に基づき当該子会社から借入する。このスキー

ムでは、ゼロ・クーポンノートに係る利子は当該参加国において発生ベースで控除でき、

一方で、外国の租税に関し現金ベースで当該利子に対して租税が課せられ、実際には現金

は支払われてはいない、という事実から便益を享受する。当該契約を解約する目的上、第

三国もまた、含まれうる。 

 他の恣意的な損失に係るスキームは、課税上トランスパレントな実体への転換に伴う、

ある外国の子会社の株式のグループ間売買を介して控除しうる営業権（のれん）をつくり

だすことをその狙いとする。とりわけ、ある参加国によって同定されるスキームの一つに

おいては、多国籍企業グループの一部である居住者法人は外国のリミテッド・パートナー

シップ（「X LP」）を組織し、これと同じ外国に所在する当該居住者法人の子会社の株式を

当該 X LP に売却する。当該子会社それ自体は、リミテッド・パートナーシップ（「A LP」）

に転換され、続いて、A LP は X LP に吸収合併される。X LP の 99パーセントの持分は当該

参加国の居住者であるグループ企業によって所有される。当該転換に伴う当該株式売却に
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おいては、控除される営業権（のれん）をつくりだすことが意図され、且つ、居住者であ

るグループ企業にそれが有する他の所得を引き当てとして租税の控除を認めることが意図

されている。企業組織再編成が非課税の場合には、類似のスキームが別の参加国において

見出される。 

 いま一つのスキームは、「略式合併」（特別合併手続）において、合併実体の株式の無条

件取消をその要件とする国内法上の規定を利用する。換言すれば、当該合併は、株式の処

分とされ、これにより、各々の株主について損失という結果となる。当該損失は恣意的で

ある。なぜならば、当該納税者は、買収会社においてであって被買収会社においてではな

いが、依然としてその参加持分を所有しているからである。このスキームは、裁判所で係

争中である。 

 最後に、ある参加国は、一連の取引を通じて恣意的な控除をつくりだすことをその狙い

とするスキームを同定した。先ず、納税者は、一方のグループメンバーの手中において譲

渡収益を生じせしめ、且つ、他方のグループメンバーの手中において減価償却の適用上こ

れに相当する課税ベースの拡大を生じせしむる資産のグループ間譲渡に参加する。次に、

ある非関連者銀行が融資の階層を通じて当該納税者のために恣意的な利子控除をつくりだ

す。当該譲渡収益に係る納税義務は、配当取得の免税を生じせしむる出資参加を得るため

に行われる融資について支払われる利子により相殺される。当該スキームは、いくつかの

オフショア・カンパニーを含み、且つ、そこには基礎となるキャッシュ・フローの流れは

存しないように思われる。 

 

同一の損失に対する多重控除をつくりだすスキーム 

 参加国が懸念する領域の一つは、同一の損失の多重控除である。この結果は、異なる手

段により達成されうる。一例は、子会社の株式に係るありうるキャピタル・ロス控除であ

り、一方で、当該子会社の損失はまた、将来年度において控除されうる。同一の損失の多

重控除は、ほとんどしばしば混合したミスマッチな取引、すなわち、二以上の国家間にお

ける商品、実体及び移転の租税上の取扱いの相違を利用した取引を通じて達成される。 

 スキームの最初の形態についていえば、あるスキームにおいて、法人Ａは法人Ｂの株式

の 85パーセントを購入する。法人Ｂは繰り越される損失を負い、一方、法人Ａは当該株式

の価値に係る減価償却控除を主張する。翌年、法人Ａと法人Ｂは合併し、法人Ｂは被合併

法人となり、法人Ａは当該損失繰越を引き継いだ。これに続く年、法人Ａはその利得と通

算するために当該損失繰越を使用し、故に当該法人Ａは法人Ｂの損失を再度、使用するこ

ととなる。類似のスキームの最初においては、納税者はその資本への拠出を行うか、ある

いは後に放棄されることになっている株主融資を行うかのいずれかによって赤字の関連法

人の損失を使用することを企てる。したがって、当該株式の課税価額は増加する。当該拠

出金は、当該株式のより低い公正市場価額に影響を与えない。続く関連法人への株式売却

は、売り手法人の手中において損失をつくりだす。なぜならば、当該公正市場価額は当該
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拠出金（又は放棄される株主融資）を含む当該株式の取得価額より低いからである。別の

スキームにおいて、納税者は、関連する連結納税制度に依拠することによって同一の損失

につき、二度の控除をつくりだすことを企てる。子会社が連結グループ内に含まれる期間

中において当該子会社が負う損失は当該連結グループの利得と通算しうるが、一般に、連

結の期間中に行われる調整は連結範囲変更に従って延期されなければならない。当該納税

者は、同一の損失につき、二度の控除を主張するために当該一般準則を用いようとした。 

 混合したミスマッチな取引は、納税者に一以上の管轄区において同一の期首損失を控除

することを認めうる制度の一貫性の欠如を利用する。実際に、以下のスキームが納税者に

よってしばしば用いられる。 

 

 二重居住者法人： ある国では、その法人の居住地の決定は所定の法人が設立された

場所に基づく。一方、他の国はある法人をそれが中心的に管理又は支配されている場

所の居住者として扱う。故に、ある法人は双方の国における居住者となりうる。双方

の国内租税準則が居住者法人にグループ課税制度からの便益を享受することを認めて

いる場合には、赤字の二重居住者法人は二度その損失を控除しうる。すなわち、当該

二重居住者法人は、その損失を、一度目は、一方のグループの利得を引き当てとして

控除し、二度目は、他方のグループの利得を引き当てとして控除する。故に、当該二

重居住者法人においては、その同一の期首損失につき当該ワールドワイド・グループ

に対し二重の便益が付与される結果となる。 

 

 ハイブリッド・エンティティ： 其々の国における異なる実体の性質決定に係る準則

は、同一の損失について多重の控除をつくりだしうる。これは、たとえば融資された

資金を使って買収されたビークル（例えばパートナーシップ又は法人）は、それが組

織された国において課税上トランスパレントではないものとして扱われ、そのメンバ

ーの居住地国においては課税上トランスパレントとして扱われる。当該融資された資

金が使用されたビークルは、関連するグループ課税制度の下、その利子費用を同一の

国に所在する他のグループの所得と通算できる。同時に、当該利子費用はまた、その

メンバーの居住地国において、当該メンバーの所得を引き当てとして控除することが

できる。この種のスキームは、多くの参加国において同定されている。同じ結果はま

た、特にハイブリッド・エンティティが組織された国においてグループ課税制度が利

用できない場合には、当該ハイブリッド・エンティティとその被買収法人との間にお

けるハイブリッド商品を使用することを通じて達成されうる。 

 

 支店形態： ある支店に帰せられる利子費用は、当該支店が所在する国と当該支店が

その一部である法人の居住地国との双方の国において控除される。これは、多くの場

合において、ある外国の支店に帰せられる損失は居住者法人の所得との通算を利用で
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きるからである。同時に、当該支店はまた、関連するグループ課税制度を通じて、そ

の損失を当該支店が所在する国における他の居住者法人の所得を引き当てとして控除

することができる。 

 

 ダブルディップリース： 納税者が減価償却控除に関する異なる国の準則の相互作用

に便乗する場合。関係国は、事業用資産についての減価償却控除はその資産の所有者

に付与されるべき、と考える。ある国においては、当該所有者は当該資産の権原を所

有するものとされが、一方で、他の国においては、それは当該資産の経済的所有を有

する者とされる。一方の国の居住者である納税者がある資産に係る賃借権を他方の国

の居住者である納税者に付与し、これにより当該資産の完全な経済的所有が当該他方

の国の納税者に与えられる場合には、当該資産の取得価額は関係両国において充分に

控除できる。租税に関し、加速減価償却が当該資産に利用できる場合には、これによ

り、関連納税者は追加的な事前の租税上の便益を享受しうる。



46 

 

［61］第 5章 

租税上の損失を包含するスキームの調査に関する戦略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概観 

 本章では、租税上の損失を包含する濫用的なタックス・プランニングのスキームを調査

するために用いられる戦略を取り扱う。一般的な調査戦略について述べ、しかるのち、第 4

章で述べたスキームに関連して、参加国によって用いられた個別具体的な調査戦略を要約

する。「調査戦略」（detection strategy）の用語は広義に用いられ、これには、たとえば税務

執行上の自由裁量を与える情報収集権の類いを含む。 

 一般に、調査戦略は主に五つの範疇に類型化される。（ⅰ）調査手段として講じられるか

否かにかかわず、納税者又は第三者に関連する情報を税務当局に提出させる戦略（開示及

び報告）、（ⅱ）税務当局が情報の「消極的な」情報の受領者としての役割を果たすのでは

なく、その調査の権限により関連する情報を調査しようとする積極的な役割を果たす、と

いう戦略（調査及び査察）、（ⅲ）他の政府部局によって所持される情報を確立しようとす

る戦略又は他方の国の税務当局との協力を含む戦略（国内での協力及び国際的な協力）、

（ⅳ）国内の税務執行に係る情報又は国外の公開データを最大限に用いようとする戦略（デ

ータ分析）、その他の戦略（その他の調査戦略）。 

 

開示及び報告 

 これらの戦略は、納税者又は第三者に税務当局に関連する情報を提供することを要請し、

あるいはそれを促す仕組みに依拠する。『透明性及び開示の改善による濫用的タックス・プ

本章では、租税上の損失を包含する濫用的なタックス・プランニングのスキームを調査す

るために用いられる戦略を考察する。本章は、調査戦略の一般的な概観を提供し、且つ、

本研究調査に参加した 17カ国によって用いられている調査戦略を鳥瞰する。 

 

 

 

 

主たる調査結果 

 査察及び開示イニシアティブは、損失に係る ATPスキームを調査するに当たって、一

つの重要な役割を果たす。 

 税務当局が損失に係るスキームをタイムリーな方法で調査するのを助長する際に、非

常に有益である開示イニシアティブには、次のものを含む。損失に関する個別具体的

な報告義務、強制的開示準則、ルーリング及び協力的なコンプライアンスプログラム。 

 データ分析（ATPディレクトリの使用を含む。）は、しばしば損失に係る ATPスキーム

の調査に貢献する。 

 いくつかの国は、歳入予測の手段として及び損失に係る濫用的なタックス・プランニ

ングの一つの指標として、損失の将来使用に関する予測モデルの使用を始めている。 

 諸国は、通常、同時にいくつかの調査戦略を適用する。 
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ランニングに対する取組み-開示イニシアティブに関する報告』と題する報告書は、時宜を

得た、的確で包括的な情報の概略を述べ、所定の OECD 加盟国において導入されている開

示イニシアティブの概観を提供し、そのようなイニシアティブの有益性を議論し、いくつ

かの結論と提案を含む1。 

 損失に係る濫用的なタックス・プランニングに関連してその有益性が証明されている開

示及びレポーティング・イニシアティブには、特に、次のものを含む。損失の報告義務、

強制的開示準則、ルーリング及び協力的なコンプライアンスプログラム。 

 

損失に関する特別報告義務 

 ある国は、納税者に租税上の損失に関する個別具体的な情報を税務当局に通知する義務

を課す準則を有する。たとえばオーストラリア及び米国は、納税申告書に別個独立の明細

表を添えている。スペインにおいては、損失が申告される場合には、損失通算を申告する

納税者にその年度の会計帳簿及び文書の作成を要請する準則が存する2。 

 イタリアにおいては、資本参加免税の適格性を有さない参加の場合には、ありうる租税

回避の側面にアクセスするために、500万ユーロを超えるキャピタル・ロスは国際会計基準

に服さない納税者によって税務当局に通知されなければならない。そのよう通知がない場

合には、当該キャピタル・ロスは控除されない。加えて、納税者は、イタリア又は国外の

規制市場に上場された株式その他これに類する証券（例えば租税に関しその支払が配当と

して扱われる外国の法人によって発行される株式その他の証券）から生ずる 500 万ユーロ

を超える損失を報告する義務を負う。これらの義務を課すことにより、税務当局は潜在的

な ATP（Aggressive Tax Planning）のスキームを同定しうる。イタリアは、損失に係る濫用

的なタックス・プランニングを調査し、上述の損失について特別報告義務に基づきその税

務査察を熱心に指導している。 

 

強制的開示準則 

 近時、強制的開示準則が、いくつかの参加国において施行されている。たとえば、カナ

ダ（近時、実質的な改訂が検討されている。）、アイルランド、英国（近時、改訂が検討さ

れている。）及び米国があげられる。これらの措置は、類似する目的に資する。すなわち、

それは、税務当局にある種の ATP スキームとそのユーザに関する早期の情報を提供し、こ

れにより、より迅速でより効率的な対応ができる、ということである。その他の国は、実

際に、当該強制的開示準則の導入を考えている。すべての強制的開示制度においては、そ

の範囲及び適用を決定する論点の素描に取り組まなければならない。まさに基礎段階にお

                                                   
1 http://www.oecd.org/document/46/0,3746,en_2649_34897_46987758_1_1_1_1,00.html 参照。 
2 この要件は、法律上形式的なものであり、完全な査察を認めてはいないといってよい。故に、税務当局
は第三者が有する情報を確認することができず、あるいは当該情報をさまざまな観点からチェックするこ

とができない。なぜならば、第三者は所定の期間を超えてその帳簿を保管する義務を負わないからである。 

http://www.oecd.org/document/46/0,3746,en_2649_34897_46987758_1_1_1_1,00.html
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いて、当該制度においては、何を、いつ、だれが報告しなければならないのかを明文化す

る必要がある。さらに、当該制度では非開示の理由を詳細に説明する必要があり、また、

その予測される事柄を処理し、納税者に対して開示の理由を説明する必要もあろう。 

 英国においては、いくつかのスキームが、租税回避スキーム開示レギュレーションの下、

「割増報酬」（premium fees）に関連する基準（hallmark）に基づき開示されている。それは

また、いくつかの強制的開示準則が損失に係る濫用的なタックス・プランニングを税務当

局により開示されるべき具体的なスキームの一種として言及している、といってよい。こ

れは、たとえばカナダ（「代襲相続が行われ財産の取得であって、その取得の最初の 4年に

おける損失又は控除が財産の原価を超えるか等しい」、アイルランド（「損失スキーム」（Loss 

schemes））、英国（「損失スキーム」（Loss schemes））及び米国（「損失スキーム」（Loss schemes））

において当てはまる。 

 

ルーリング 

 すべての参加国は、いくつかの形式のアドヴィンス・ルーリングの手法を有する。これ

らのルーリングの手法は主に濫用的タックス・プランニングを調査するために立案されて

はいないが、それらは関連する重要な情報を生じせしめうる。それらはまた、納税者の行

動に影響を与えるために用いられ、その意味で、調査戦略ないし対応戦略として運用しう

る。3カ国（オーストラリア、オランダ及びニュー・ジーランド）はプロダクト・ルーリン

グ（product ruling）3を有し、その他のいくつかの国（例えばイタリア及びフランス）は、

一般的租税回避規定又は一般的濫用規定の適用に係る別個のルーリング制度を有する。プ

ロダクト・ルーリングに加えて、オーストラリアはまた、クラス・ルーリングを納税者に

発出する。クラス・ルーリングの導入により、委員会は、ある特定のスキームに関して、

ある特定のクラスの実体に対する関連規定の適用について事前に説明を求める実体からの

要請に応じて、事前の法的拘束力を付与する。いくつかの国がルーリングの要請を通じて

損失に係るスキームを調査していることは興味ぶかい。 

 

協力的なコンプライアンスプログラム 

 協力的なコンプライアンスプログラムは、納税者の一部について、負うべき税務報告を

助長し、濫用的なタックス・プランニングを減退させる。有益で効率的な納税者との対話

の確立を目的とするイニシアティブは、税務当局にしてみれば、主たるコンプライアンス

                                                   
3 「プロダクト・ルーリング」（product ruling）は、当該ルーリングを要請する者ではなく、一切の者又

はある特定の「商品」に投資しうるある特定のクラスの一切の者が依拠することを意図した一切のルーリ

ングである（すなわち、当該ルーリングはある特定の納税者ではなく、商品に「付帯する」。ルーリングを

要請する実体のみに適用されるプライベート・ルーリングとは異なり、プロダクト・ルーリングは当該ル

ーリングに記載されているスキームへの参加を選択するある特定のクラスの範囲内の一切の実体に適用さ

れる。 
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の問題に取り組む際に、非常に有益なものであり、これらはまた、当該税務当局とのリア

ルタイムでの共同作業から生ずる充分な確実性という点から、納税者にとって重要な便益

をもたらしうる。 

 この種の関係の発展を促進する目的は、両当事者にとって有益であるような、税務リス

クの管理と全般的なタックス・コンプライアンス（全般的な税制への信頼と納税過程にお

ける法令遵守）との改善に係る共同のアプローチを構築することである。こうしたイニシ

アティブに従事している国は、一般に、査察及びその他の強制執行と並んで、納税者によ

るリスク管理の指導とサポートとの間の調和を達成する広範なコンプライアンス戦略の一

つの重要な構成要素として、それに従事する。 

 多数者の協力を通じて大規模事業の納税者による税務リスクの管理と税務コンプライア

ンスの改善をその目的とする事業モデルをつくりだしている参加国には、オーストラリア

（年次遵法合意制度：Annual Compliance Arrangement）、アイルランド（タックス・コンプ

ライアンスに対する協力的申出制度：Co-operative Approach to Tax Compliance）、イタリア（リ

スク管理モニタリング制度：Risk Management Monitoring）、オランダ（水平的モニタリング

制度：Horizontal Monitoring）、ニュー・ジーランド（コンプライアンス協力イニシアティブ

制度：Co-operative Compliance Initiative）、スペイン（大口納税者のためのフォーラム：Forum 

for Large Taxpayers）、スウェーデン（大口納税者のためのコンプライアンス協力モデル：

Co-operative Compliance Model for Large Taxpayers （CCM））、英国（税務コンプライアンス

リスク管理プロセス：Tax Compliance Risk Management Process）及び米国（コンプライアン

ス確認プロセス：Compliance Assurance Process）を含む。 

 このようなプログラムが実施されている国は、いくつかの損失に係るスキームがかかる

プログラムの下での納税者によって行われる自発的な開示を通じて当該納税者の注意を喚

起する、と報告した。関連税務当局との討議に従って、納税者がこれらのスキームを実施

しない、という例もある。いくつかの国においては、濫用的なタックス・プランニングを

用いないとの確約を行っている。これは、（例えば租税手続法等を通じて、）関連当局との

書面による合意に基づく場合もある。 

 

調査と査察 

 多くに国は、その実地査察官に個別具体的な指針を与え、その査察を集中させる標的と

なる分野を画定する。全国支部を有する国は、通常、査察部局からその全国支部に情報を

流すことを認める、しかるべきプロセスを有する。調査手段としての査察の欠点は、当該

査察が過年度に及ぶという点、及びさらなる人員削減により、税務査察間の中断期間が長

引いているという点である。このため、査察から得られる重要な情報があっても、税務当

局及び政策当局は、時宜を得た対応的な戦略を実施できない、という場合がしばしある。 

 調査及び査察は、前章において分析された大多数のスキームの調査に用いられている。

納税者の税務申告において当該納税者により主張される多額の控除又は多額の損失繰越の
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ために、税務調査が行われている場合がある。いくつかの国は、すべての大規模法人の査

察において、企業の組織再編成及び主たる株式所有の変更が高い税務上のリスクを伴う、

と考える。 

 

国内での協力及び国際的な協力 

 ATP スキームの調査においては、政府の他の部署との協力、又は関連する情報が国内の

出所から利用できない場合には、外国の当局との協力が求められる。ATP スキームの調査

における国内での協力は、様々な形態をとる（例えばマネーロンダリング規制当局、金融

監督機関その他の政府の部署等）。 

 主に情報交換を通じての国際的な協力は、ATP スキームの調査における重要な一手段で

ある。自発的情報交換は、しばしば ATP の調査をもっとも先導しうる形態としてあげられ

る。いくつかの国は自発的な情報交換の重要性を認めているため、それらの国は、ATP ス

キームが条約当事国の課税ベースに有害な影響を与えるとおもわれる場合において、それ

らの国が二重課税条約に基づいて自発的に提供する情報に従って、情報交換ポリシーを採

用する。加えて、たとえば OECD ATP ディレクトリ4や共同国際タックス・シェルター情報

センター（Joint International Tax Shelter Information Center（JITSIC）：把握された濫用的な租

税回避取引、取極及びスキームを同定し抑制するに当たって、継続的な作業を補完するた

めに立案された様々な税務執行のイニシアティブ）、といったいくつかのイニシアティブは

国際的な情報交換の要素を組み込み、濫用的なタックス・プランニングの側面に焦点を当

てている。 

 いくつかの参加国は、それらが損失に係る濫用的なタックス・プランニングを同定した

場合には、租税上の損失を包含するスキームについて他国の権限のある当局に通知する国

際的な協力を用いている、と報告している。その他の国はまた、国際的な協力がなければ、

不可能ではないにせよ、ある種のスキームの構造を理解することは極めて困難である、と

述べている。 

 

データ分析 

 さまざまな情報源を用い、比較して分析することは、ATP スキーム、プロモーター及び

潜在的又は実際のユーザの調査に関し一つの重要な戦略となりうる。データ分析の成功は、

税務当局が利用しうるデータの範囲及び内容ならびに有意義な結果をうみだすために、当

該税務当局がデータを処理し、比較し組み合わせるその能力に依る。当該データは、内部

                                                   
4 ATPディレクトリは、いくつかの歳入当局によって既に同定され、経験されているグローバルな租税リ
スク、傾向及びパターンの出現に対するレスポンスタイムを改善し、それらを処理する経験を共有するよ

うに、濫用的なタックス・プランニングに関する非納税者の個別具体的な情報を共有することを目的とす

る、ソース OECDのオンライン・プラットホームである。 
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の情報源（即ち、税務当局によって既に保持されている情報）又は外部の情報源（即ち、

公に利用されうる情報、商業データベースにおいて利用されうる情報等）から引き出され

うる。この方法で収集された情報は、しばしば広範な「リスク・ファイリング」プロセス

において分析される。多数の納税者に関するデータ分析は、しばしば高度なコンピュータ

化によってアシストされる（時として、それが求められる場合もある）。ATP ディレクトリ

の使用はまた、税務当局内での損失に係るスキームに関する認識の拡大に貢献する。 

 損失に係るある種のスキームは、メディア又は法律事務所の出版物若しくはタックスア

ラートを通じて同定されている。インターネット検索もまた、有益である。その他の場合

においては、スキームが関係納税者の納税申告書に記載がある利子経費に関する情報の分

析を通じて調査される。インターネット上で利用できる SEC ファイリングもまた、ある種

の複雑な金融商品に関連を有する当事者によって申し込まれたか否かを確かめるために用

いられている。これはすなわち、グループの連結勘定において当該金融商品の付記事項が

ないため、そのような申込みがある場合には、当該商品は連結グループの別法人によって

申し込まれたと判断された、ということである。 

 いくつかの国は、歳入予測の手段として、且つ、損失に係る濫用的なタックス・プラン

ニングの一つの指標として将来の繰越損失の使用に関する予測モデルを用いることを始め

ている。当該モデルは損失を予測するために用いられ、当該モデルの範囲は変化する。あ

る参加国は、ある課税年度に生じた繰越損失であって、翌 3 年の所得年度の各年度に使用

されるその割合を予測する一つの予測損失使用モデルを開発している。当該モデルは、実

質 GDP 成長に基づく。 

 

その他の調査戦略 

 いくつかの国はまた、そのイニシアティブをプロモーターに集中させる。「流通・販売経

路」（distribution channel）を標的とすることは、多くの場合には、より迅速で「エンド・ユ

ーザ」、すなわち納税者にもっぱら焦点を当てる戦略よりも、よりコスト効率の良い方法で

結果を出しうる（プロモーター/第三者に焦点を当てた対応戦略に関する結論及び提案もま

た、参照）。 
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［69］第 6章 

租税上の損失を包含するスキームへの対応に関する戦略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概観 

 本章では、租税上の損失を包含する濫用的タックス・プランニングに対応するために用

いられる戦略を取り扱う。一般的な対応戦略について述べ、しかるのち、第 4 章に含まれ

るスキームに関連して、参加国が用いている対応戦略について要約する。「対応戦略」

（response strategies）の文言は狭義で用いられ、これには、組織及び管理又はスキーム調査

の問題に関連する戦略は含まれない。しかしながら、個別具体的な戦略が多様な効果を有

する場合には、その部分については、スキーム調査に関連しないそれらの効果を論じる（例

えば租税回避スキームに対する所定の強制的開示準則の抑止効果）。 

 一般に、対応戦略は主に三つの範疇に類型化されうる。（ⅰ）ATP スキームが用いられる

租税上の便益の否認又は制限に焦点が当てられた戦略（例えば一般的租税回避準則及び原

則、個別具体的租税回避準則及び原則、租税法及び立証責任に関する解釈アプローチ）、（ⅱ）

納税者の行動に影響を与えるその他の戦略、及び（ⅲ）プロモーター/第三者に焦点が当て

られた戦略。 

 

租税上の便益を否認又は制限する戦略 

 納税者がある個別具体的なスキームを用いて達成しようとする租税上の利点を否認、あ

るいはせめて制限することは、濫用的なタックス・プランニングへの明確な対応である。

本章では、濫用的タックス・プランニングへの対応戦略について述べる。本章は、濫用的

なタックス・プランニングの租税上の便益を否認又は制限する戦略、納税者の行動に影響

を与えるその他の戦略、及びプロモーターその他の中間介在者を標的とする戦略について

鳥瞰する。 

 

 

 

 

 

主な調査結論 

 供給、需要及び生産に焦点を当てる包括的なアプローチを有することが重要である。 

 一般的及び個別具体的な租税回避準則は、損失に係る濫用的なタックス・プランニン

グに関して、納税者にとっての便益を否認するためにしばしば用いられる。 

 協力的なコンプライアンスプログラムを通じての納税者と税務当局との間における

早い段階での確約は、追加的な理解、納税者によるいくつかのスキームの不実施及び

損失を含む潜在的な租税紛争の早期解決に結実する。 

 マスメディア（「１対多」（one-to-many））アプローチは、納税者及びプロモーターの

租税のコンプライアンスに関する行動にとって、一つの重要な役割を果たす。 
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損失に係る濫用的なタックス・プランニングの場合における意図された租税上の結果を否

認するために用いられる主たる方法は、（ⅰ）関連規定の解釈、（ⅱ）一般的租税回避準則

及び原則、ならびに（ⅲ）個別具体的な租税回避準則である。 

 

関連租税規定の解釈 

 関連租税規定の解釈は、時として損失に係る濫用的なタックス・プランニングからの便

益を否認するために用いられている。たとえば、赤字法人及び黒字法人における株式が、

グループ・リリーフを主張できるように非居住者である親会社の国内の恒久的施設に割り

当てられるスキームにおいては、次の理由により、その関係する租税上の便益を否認する

ことで対応された。（ⅰ）当該 PE は、その課税期間の期首より当該両法人を支配していな

い、（ⅱ）当該株式は、当該 PE に実質的に関連を有するとはされない、及び（ⅲ）当該 PE

を通じて実質的活動は遂行されてはいない。 

 その他の場合においては、関連するスキームは独立企業原則の正確な適用を通じて対応

されうる。たとえば、その親会社の居住地国において控除を主張するために、赤字部門を

当該居住者親会社の外国支店に移管するスキームにおいて、税務当局は恒久的施設若しく

は支店が当該恒久的施設若しくは当該支店を通じて行われる活動について責務があると考

えた。使用料の前払い支払を伴うセール・アンド・リースバックの場合には、移転価格準

則が独立企業原則との一貫性を評価するために考慮される。 

 最後に、租税上の損失の移入が、企業の組織再編成の過程における暴騰した営業権（の

れん）の額を通じて主張されたであろうスキームにおいては、より低い額で当該営業権の

額を査定することによって、及び減価償却期間を延期することによって、当該スキームを

阻止する。 

 

一般的租税回避準則 

 一般的租税回避準則は、しばしば第 4 章で述べたスキームに関して用いられる。損失を

移すスキーム、赤字法人に利得を移すスキーム及び損失に係るその他のスキームは、かか

る準則又は原則を通じて主として妨げられる。たとえば、ある参加国においては、実質優

先の原則（the substance over form doctrine）が恣意的な利子控除をつくりだすことをその目

的とする循環資金調達取引に関して用いられている。その結果、ゼロ・クーポン融資とい

われる取引は貸付とはされず、当該ゼロ・クーポンノートに係る利子として記帳され、控

除されたであったであろうところのものは、控除できる利子とはされなかった。同じアプ

ローチが、営業利益と通算するために用いられる利子控除をつくりだすために、借入によ

り資金調達された、ある事業会社における株式のグループ間売買に依る類似のスキームに

おいてとられている。 

 レポ取引、証券貸借その他類似の取引のような、金融商品を用いるスキームに関して、
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関係諸国は様々な対応戦略（関連する一般的租税回避準則を含む。）を適用している。他の

事例においては、「法の濫用」（abuse of law）の原則もまた、国内の裁判前にしばしば首尾

よく適用されている。同様に、主要株主の変更前に所得の創造を加速させるために、金融

商品を用いるスキームは、一般的租税回避準則を通じて阻止されている。最後に、取引の

当事者が各々関連し合っていないという事実により、関連する移転価格準則の適用が困難

である場合において、税務当局はまた、一般的租税回避準則に目を向ける。個別具体的な

租税回避準則が存しない場合には、一般的租税回避準則はまた、国内のグループ課税制度

を通じて、損失の使用を食い物にする（exploiting）スキームに関して用いられている。 

 

個別具体的な租税回避準則 

 個別具体的な租税回避準則は、しばしば損失に係る濫用的なタックス・プランニングに対

応するための一手段である。これは、当該準則が、関連する当局が直面し、立法上の改訂

の必要性があった、ある種の租税回避スキームを特に標的としうるからである。 

 たとえば改正法を通じて捕捉されるスキームには、実際の中断は存しないが、当該中断

は、意図的ではない損失の使用を行うために、法人税の適用射程外の一の者若しくは者へ

の営業移転の結果として生ずる、と主張されるスキームが含まれる。この改正法によれば、

これらの状況において、かかる移転は関連する「最終的損失」（terminal loss）救済へのアク

セスをその主たる目的の一つとするスキーム又は取引である、ということが立証されうる

限りにおいて、当該譲渡実体はかかる救済を利用できず、将来の利得との通算を目的とし

て当該譲受人若しくは譲受者へ移転された損失を繰り越すこともできない。 

 いくつかの国は、損失移転スキームに関して、個別具体的な租税回避準則を導入してい

る。オーストラリアにおいては、国内法の規定が一切の法人の租税上の損失又は控除に影

響を及ぼしうる。当該国内法の規定によれば、国税庁長官（Commissioner）は、租税を回避

するために、同一の法人に査定所得及び租税上の損失、当期の控除又は貸倒れ債権に係る

控除を結合するスキームによるその効果を取り消すことができる。 

 損失の移転スキームに関しての他の個別具体的な租税回避準則は、ある種の企業組織再

編成及び非課税の財産移転における財産の取得原価の調整を規定する。類似の準則は、パ

ートナーシップの財産の取得原価に適用され、当該パートナーシップがパートナーシップ

の持分の移転直後に実質的なビルトイン損失を有する場合には、強制的に適用される。 

 特別の準則はまた、グループ課税制度の適用上、先存する損失の使用に関する準則を回

避するスキームに関して導入されている、いくつかの国においては、ある法人が他のグル

ープメンバーの所得と通算しうるグループに参加する前に行われる損失の額の決定に際し

て、制限は連結グループメンバーによって行われる利得の算定からグループ間配当を除外

するために適用されない。そこで、当該法は、当該グループの手中において使用されうる

先存する連結損失の限度額の算定からグループ間配当を除外するために改正された。 

 レポ取引、証券貸借その他類似の取引のような、金融商品により恣意的な損失をつくり
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だすスキームに関して、関係諸国は様々な個別具体的な租税回避規定を適用している。た

とえば、いくつかの規定は、株式が最低期間所有されていない場合又は「貸主」が配当免

税の適格性を有していない場合には、「借主」が受領する配当に係る当該免税を否認するこ

とによってこれらのスキームの便益を否認する。その他の個別具体的な租税回避規定は、

そのように否認しないで、当該スキームの下での「みなし支払」（manufactured payments）

又はその配当が免税の便益を享受する株式に係る権利の購入に対して行われる支払の控除

を否認することによって、当該スキームの控除の側面を標的とする。 

 同一の損失の多重控除を主張するスキームは、通常、個別具体的な租税回避準則を有す

る国においては、当該準則の適用を通じて防止されている。第 4 章で述べた通り、いくつ

かの国は、多重控除スキームに直載的に影響を与える準則を有しており、当該準則は、通

常、同一の損失が他方の国においても控除できる場合には、当該控除を否認する。これら

の国は、いくつかの事案において首尾よく当該準則を適用している。 

 

納税者の行動に影響を与えるための戦略 

 達成されうる租税上の利点を否認又は制限することとは別に、諸国は納税者が濫用的な

タックス・プランニングに従事しないように、いくつかの戦略を用いる。開示義務その他

関連する報告義務については、すでに本報告書の第 5 章で議論している。それらの主たる

目的は税務当局に情報を提供することであり、また、納税者における濫用的なタックス・

プランニングに従事するか否かの決定に影響を与える。罰則は、納税者の行動に影響を及

ぼす古典的な一手段であり、それはまた、濫用的なタックス・プランニングの領域におけ

る一つの対応的な戦略として用いられている。（とりわけ、公に通知される）セトルメント・

イニシアティブは、納税者がその参加するタックス・プランニングを自発的に開示するこ

とを促す一手段となりうるし、それは税務当局と含まれる納税者の双方にとって費用と資

源を減ずるのに資する一手段となりうる1。 

 納税者と税務当局との間の相互信頼の構築及び促進に基礎づけられる、協力的なコンプ

ライアンスプログラムは、租税に関し納税者にその報告義務を負わせる地位を促し、これ

により、納税者は濫用的なタックス・プランニングを用いることから遠のいていく。同時

に、協力的なコンプライアンスプログラムは損失を含む潜在的な租税紛争の早期解決に有

用たりうるし、また、真正な商業上の損失の場合における商業上の操業及びその危機から

の建直しに直載的な便益を付与しうる。実際に、商業上の損失は、本来、一つの財務危機

の前兆であり、租税上の損失に対する請求の早期解決は、納税者にとって、キャッシュ・

フローの便益（さもなければ納付されるであろう租税の還付及び相殺を含む。）を確実とす

るに際して非常に重要となりうる。協力的なコンプライアンスプログラムはまた、ATP ス

キームに関して、税務当局との追加的な見識の交換を惹起せしむる。より良い情報は、よ

                                                   
1 故に、セトルメント・イニシアティブもまた、一つの調査戦略として評される。 
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り効率的な租税リスクの査定及びより適当な資源配分に導く。 

 納税者への注意喚起、通告及び当該納税者との広範なコミュニケーション戦略もまた、

当該納税者の行動に影響を与えるための一つの効率的な手段である。かかるイニシアティ

ブを通じて、税務当局は特定の傾聴者に的確なメッセージを送り、それはある個別具体的

なスキームに関する当該税務当局の意見を示している。これらのコミュニケーション手段

において、税務当局は、通常、当該スキームの性質及び当該税務当局の当該スキームに対

する懸念を説く。これらの１対多（「One-to-many」）アプローチは、損失スキームに関して、

しばしば用いられており、かかるアプローチを採用する国（例えばオーストラリア、ニュ

ー・ジーランド、スウェーデン、英国及び米国）においては、それが効率的であるという

ことが証明されている。 

 オーストラリア国税庁（Australian Taxation Office：ATO）は、ATO が懸念し、且つ、リス

ク査定下にあるタックス・プランニングの問題点や取引に対する一つの早期警告として役

立つタックスプレイアー・アラ―トを定期的に発行している。タックスプレイアー・アラ

―トは、国税庁長官が評される取引を目下レビューしている、ということを納税者に通知

し、それは、一般に、同長官が当該スキームについて争いうる問題点を示す2。 

 ニュー・ジーランド内国歳入庁は、当該内国歳入庁にとって関心がある重要かつ（又は）

生じているタックス・プランニングの問題点についての情報を提供するレベニュー・アラ

―トを発行している3。当該歳入庁はまた、リスクの担保範囲、啓発及び教育の普及につい

て奨励するプロパティーコンプライアンス・プロジェクト（Property Compliance Project）を

首尾よく用いている。当該プログラムは啓発を高めるための国外への発信、広告、メディ

アインタビュー/寄稿、小冊子及びダイレクトメールを含み、それらは周知され且つ明確に

定義された損失を扱うために戦略的に用いられている。 

 英国の税務当局は、注意すべきタックス・プランニングについてのいくつかの助言を提

供する、「スポットライト」（Spotlights）といわれるアラ―トを発行し、それは、税務当局

があるスキームは租税回避を含みうるとものとして理解し、調査される可能性がある、い

くつかの指標を列挙する4。 

 米国においては、あるスキームは、「指定取引」（listed transaction）又は「潜在的租税回避

取引」（transaction of interest）（即ち、公表された指針において、個別具体的な開示要件に服

するものとして内国歳入庁によって指定された取引）として同定され、当該内国歳入庁は

当該取引に関する調整対象争点報告書（coordinated issue paper）を発行した。調整対象争点

報告書は当該争点に関する公式の見解ではないが、同報告書は当該税務当局の最近の考え

をまさに示すものである。 

 合同査察は、税務当局間での統合的実施の新たな形式であり、それはまた納税者の行動

                                                   
2 http://www.ato.gov.au/atp 参照。 
3 http://www.ird.govt.nz/technical-tax/revenue-alerts 参照。 
4 http://www.hmrc.gov.uk/avoidance/spotlights.html 参照。 

http://www.ato.gov.au/atp
http://www.ird.govt.nz/technical-tax/revenue-alerts
http://www.hmrc.gov.uk/avoidance/spotlights.html
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に影響を与えるに当たって、一つの重要な役割を果たしうる5。確固たる国際的なタックス・

コンプライアンスを求める世界中の歳入当局は、協力を超え、様々な統合的実施の形式の

ほうに動いている。ある合同査察においては、二以上の国がある納税者の調査を行うため

の単一の査察チームの形成に加わる。合同査察は、調査工程の短縮と費用の削減に加え、

より迅速な問題解決、より簡素化された事実調査結果及びより効率的なコンプライアンス

に結実する。換言すれば、当該合同査察は、濫用的なタックス・プランニングのスキーム

に関して、調査と対応戦略の双方に潜在的に資する。 

 

プロモーター/第三者に焦点を当てた戦略 

 これらの戦略は、ATP スキームがそのような取引と関連してその他の関連するアシスタ

ンスの形式を考案、マーケティング又は提供することから金融上収益を得る、一以上の中

間介在者をしばしば有する、ということを認識している。大半の場合、かかる戦略はもっ

ぱら納税者に焦点を当てる戦略よりも、より迅速に且つコスト効率がより良い方法で成果

をうみだしうる。前章で議論したいくつかの戦略もまた、プロモーターの行動の影響を間

接的に阻むが、いくつかの国はプロモーターと同様な第三者の行動に、より直載的に影響

を与える措置を導入している。たとえば、いくつかの国は濫用的なタックス・プランニン

グのスキームのプロモーターに対して罰則を適用し、プロモーターに濫用的なタックス・

プランニングのスキームの開示を要求し、そのような取引を開示しないことに対して罰則

を課する。納税者の行動に影響を与える戦略に関して、上述の１対多アプローチもまた、

プロモーター/第三者に関して一つの重要な抑止効果の役割を果たしうる。 

                                                   
5 http://www.oecd.org/dataoecd/10/13/45988932.pdf 参照。 

http://www.oecd.org/dataoecd/10/13/45988932.pdf
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［77］結論と提言 

 諸国の戦略は、それらの租税制度、租税行政の執行及び租税の文化、といった広範な文

脈で施行しなければならない。本報告書で取り組まれた問題についてどのようにアプロー

チするか、ならびにどのような戦略がその準則及び枠組みの文脈において適当か、最もそ

れらに一致するかの決定は、各国に委ねられる。これを背景とし、本報告書は以下の結論

及び提案に至る。 

 

結論 

企業の租税上の損失の額及び政策上の問題に関して、本報告書は、以下の通り、結論す

る。 

 規則正しくデータを収集することは困難であるが、本調査研究によれば、損失繰越の

額は終始増加しており、この増加は景気悪化の年度において加速している。 

 GDP（国民総生産）に占める繰越損失額の割合は諸国間において大きく異なるが、国

のなかにはそれが 25パーセントにものぼる国もある。GDP に占める繰越損失額の割合

におけるこうした差異は、いくつかの国が導入する損失利用の制限を反映しうる。も

っとも、このような差異はまた、いくらか、様々な国によって提供されたデータの測

定の違いを単に反映しているのかもしれない。 

 損失の通算が法律上の制限を受ける場合には、いくつかの企業はこれらの制限を回避

する方法を模索しうる。 

 

法人の租税上の損失に関する国の準則に関して、本報告書は、以下の通り、結論する。 

 損失に関する国の準則の複雑性及び納税者が濫用的なタックス・プランニングを通じ

て諸国の準則間の差異を利用する潜在的機会は、租税上のリスクの根源である。 

 買収、合併又はグループ課税制度の場合において、繰越損失の使用に対する制限を有

さない国は濫用的なタックス・プランニングに益々さらされる。 

買収、合併又はグループ課税制度の場合において、ビルトイン損失（即ち、未実現の 

損失）の使用に対する制限を有さない国はタックス・プランニングに益々さらされる。 

 いくつかの国は、世界金融危機のなか、企業を支援するために、租税に関し損失に係

る暫定措置を導入した。 

 二重損失を特別に扱う国が増えている。 

 

 損失に係る濫用的なタックス・プランニングに関して、本報告書は、以下の通り、結

論する。 

 参加国が調査したスキームは、例えば関連者又は非関連者への利得若しくは損失の移

転、損失の繰越制限の回避、損失の認識若しくは損失の取扱いに関する準則の回避、
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恣意的な損失をつくりだすこと及び同一の損失に対する多重控除の申請、といった

様々な結果を達成することをその狙いとする。 

 金融商品、企業組織再編成及び移転価格は、これらの異なる結果を達成するために技

巧的に共通して用いられ、歳入当局によって主要なリスクの領域として同定されてい

る。 

 税引き後ヘッジのような、参加国によって同定されるいくつかの商品は、困難な政策

上の問題を突きつけうる。 

 

 調査戦略に関して、本報告書は、以下の通り、結論する。 

 査察及び開示イニシアティブは、損失に係る ATP スキームを調査するに当たって、一

つの重要な役割を果たす。データ分析（ATP ディレクトリの使用を含む。）もまた、損

失に係る ATP スキームを調査するのに有益である。諸国は、通常、同時にいくつかの

調査戦略を適用する。 

 いくつかの国は、歳入予測の手段として、及び損失に係る濫用的なタックス・プラン

ニングの一つの指標として、損失の将来使用に関する予測モデルの使用を始めている。 

  

 対応戦略に関して、本報告書は、以下の通り、結論する。 

 供給、需要及び生産に焦点を当てる包括的なアプローチを有することが重要である。 

 一般的及び個別具体的な租税回避準則は、損失に係るスキームに関して、納税者にと

っての便益を否認するためにしばしば用いられる。 

 協力的なコンプライアンスプログラムを通じての納税者と税務当局との間における早

い段階での確約は、追加的な理解、納税者によるいくつかのスキームの不実施及び損

失を含む潜在的な租税紛争の早期解決に結実する。 

 マスメディア（「１対多」（one-to-many））アプローチは、納税者及びプロモーターの租

税のコンプライアンスに関する行動にとって、一つの重要な役割を果たす。 
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提言 

 これらの結論と濫用的タックス・プランニングのステアリンググループ及び税務行政に

関するフォーラムの作業に基づき、本報告書は諸国に以下の事項を提言する。 

 

 租税委員会第 2作業部会を通じ、本報告書の第 2章で概論された結果に対する理由及

び諸国に求められる損失に関するデータ収集技法の改善についての調査への配慮。 

 合併、買収若しくはグループ課税制度の場合における、ビルトイン損失を含む損失使

用の制限の導入又は改訂への配慮。ただし、これらの場合において、当該制限が当該

損失の使用に係る濫用的なタックス・プランニングに関連を有する場合に限る。 

 同一の損失の多重使用に対する制限の導入への配慮。ただし、当該制限がこれらの結

果に関連を有している場合に限る。 

 租税に関し損失使用に係る暫定措置が廃止されるべきか、拡充されるべきか、あるい

は恒久的に施行されるべきか否かの決定の観点から、当該暫定措置の経済及び歳入へ

の影響についての評価。 

 税引き後ヘッジのようなスキームの政策上及びコンプライアンス上の問題について分

析及び当該問題に取り組むために利用しうる選択肢の評価。 

 例えば追加的な税収の査定/徴収の見地から、あるいはコンプライアンスの向上の見地

から、損失に係る濫用的なタックス・プランニング、それらの調査及び対応戦略、な

らびに用いられる戦略の効率性の測定に関する関連情報の共有の継続。 

 納税者と税務当局の両者にとっての便益に基づく、諸国の環境にふさわしい、協力的

なコンプライアンスプログラムの導入への配慮。 

 損失に係る濫用的なタックス・プランニングを標的とした、開示イニシアティブの導

入又は改訂への配慮。 
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［83］附属資料Ａ 

 

 

繰越損失額と国民総生産に占める繰越損失額の割合との比較 

 

出所：オーストラリアの提供データ 

 

 

出所：オーストリアの提供データ 
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出所：カナダの提供データ 

 

 

出所：デンマークの提供データ 
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出所：フランスの提供データ 

 

 

出所：ドイツの提供データ 
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出所：アイルランドの提供データ 

 

 

出所：ニュー・ジーランドの提供データ 
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出所：ノールウェイの提供データ 

 

 

出所：スウェーデンの提供データ 


