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Ⅰ.  はじめに 

2016 年 4 月 3 日、世界各国のジャーナリストで構成する国際調査報道ジャーナリス

ト連合（ICIJ）は、中米パナマ共和国に本拠をおく法律事務所から流出した、いわゆる

パナマ文書の存在を明らかにしました。さらに、5 月 10 日、ICIJ は、パナマ文書にお

いて名前の挙がっている個人・法人等の名称を、検索可能なデータベースの形で公表し

ました。パナマ文書は、当該法律事務所の関与のもとタックス・ヘイブンに設立された

SPC やその設立主体等に関する書類から構成されており、各国首脳・政治家等の著名

人、大企業の名称が開示されたことから、世界各国において大きく報道されています。 

パナマ文書の公表を受け、各国の税務・金融当局等において、国際的な脱税・アグレ

ッシブな租税回避やマネー・ローンダリング規制違反等の解明のために調査を開始した

という報道がなされているほか、OECD や EU 等の国際機関においても、パナマ文書を

受けて国際課税の透明性を確保するための新たな動きが広がるなど、その影響が広がっ

ています。

本稿では、パナマ文書の公表を受けた各国及び国際機関の動向を整理した上で、主に

日本企業に今後与える影響として、いかなるものが考えられるかを解説します。

Ⅱ.  パナマ文書により明らかになった情報 

パナマ文書においては、1977 年以降、約 40 年の間に、当該法律事務所の関与のもと

タックス・ヘイブン等に設立された 21 万を超える SPC に関する情報が明らかとなって

います。ICIJ が公表しているところによると、当該法律事務所が設立に関与した SPC

の設立国としては、パナマ共和国や英国領バージン諸島、バハマ及びセーシェルといっ

た国が多いようです1。 

また、当該法律事務所によるタックス・ヘイブンにおける SPC の設立は、データが

1 https://panamapapers.icij.org/graphs/ 

森・濱田松本法律事務所

弁護士 酒井 真
TEL. 03 6212 8357 
makoto.sakai@mhmjapan.com 
弁護士 江平 享
TEL. 03 5220 1820 
akira.ehira@mhmjapan.com 
弁護士 鮫島 裕貴
TEL. 03 5220 1858 
yuki.sameshima@mhmjapan.com 

https://panamapapers.icij.org/graphs/


TAX LAW NEWSLETTER 

当事務所は、本書において法務・税務アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士又は税理士にご相談頂きますようお願

い申し上げます。 

© 2016 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved.

公表されている 1977 年以降増加し、2005 年前後をピークとして、その後若干の減少傾

向にあるようです。

Ⅲ.   各国及び国際機関の反応 

パナマ文書の公表を受けて、早速、各国の税務・金融当局による調査等の動きが広が

っています。

例えば、英国政府は、税務当局である HMRC と国家犯罪対策庁（National Crime 

Agency）によるタスクフォースを設置し、パナマ文書に関連する情報を精査し、国際

的な脱税やマネー・ローンダリングの調査を行う旨を公表しました。さらに、英国政府

は、タックス・ヘイブンに設立された SPC の実質的な所有者に関する情報を登録し、

一般にアクセス可能なデータとして、2016 年 6 月に公開する旨を公表しています2。フ

ランス政府は、パナマ文書の公表を受け、これらの文書へのアクセスを通じて、脱税等

の調査を開始し法的手続を行う旨を宣言したと報道されています3。米国においても、

ニューヨーク州の金融当局（Department of Financial Services）が、パナマ文書で名前

が挙げられていた 13 の銀行のニューヨーク支店に対して、問題となっている法律事務

所との間で交わされた email等のやり取りを提出するように要請したと報道されていま

す4,5。日本政府も、問題がある取引があれば税務調査を行い、国際的な課税逃れや脱税

の防止に積極的に取り組んでいくというスタンスであると報道されています6。 

国際機関においても、パナマ文書を受けた新たな動きが展開されています。例えば、

OECD は、以下でも解説するように OECD が主導した「税の透明性と情報交換に関す

るグローバル・フォーラム」を通じて多くの国が税に関する情報交換に応じているもの

の、パナマ共和国等の一定の国は情報交換について国際基準を満たしていないとして、

これらの国に対して速やかな対応を要請しました7。また、EU は、後述のとおり EU 域

内で活動する一定規模以上の多国籍企業に対し、親会社を含む納税情報の開示を求める

EU 指令の提案を行っています8。さらに、2016 年 5 月 26 日、27 日に行われる主要国

首脳会議（伊勢志摩サミット）では、脱税や汚職などを防ぐ反腐敗対策を盛り込んだ行

動計画をまとめると報道されています9。 

2 https://www.gov.uk/government/news/uk-launches-cross-government-taskforce-on-the-panama-papers 
3 http://www.france24.com/en/20160404-panama-papers-france-opens-money-laundering-probe  
4 http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-20/ny-regulator-asks-banks-for-records-linked-to-panama-papers-f

irm 
5 米国財務省は、マネー・ローンダリングや脱税のための資産隠しを防止する目的で、新たな企業体の

設立の際にその実質的な所有者に関する情報を米国財務省に提出することを義務付ける新たな法案等を

米国議会に提出しています（https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl0451.aspx）。 
6 2016 年 5 月 10 日付読売新聞 
7 http://www.oecd.org/tax/statement-from-oecd-secretary-general-angel-gurria-on-the-panama-papers.htm 
8 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1349_en.htm  
9 2016 年 5 月 11 日付日本経済新聞 

https://www.gov.uk/government/news/uk-launches-cross-government-taskforce-on-the-panama-papers
http://www.france24.com/en/20160404-panama-papers-france-opens-money-laundering-probe
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-20/ny-regulator-asks-banks-for-records-linked-to-panama-papers-firm
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl0451.aspx
http://www.oecd.org/tax/statement-from-oecd-secretary-general-angel-gurria-on-the-panama-papers.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1349_en.htm
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Ⅳ.  日本企業への影響 
 

世界各国で波紋を広げているパナマ文書ですが、タックス・ヘイブンに SPC を設立

し税負担を軽減していたとしても、親会社の本店所在地等の国において適法に申告・納

税している限り、その行為は違法ではなく、法的な問題はありません。 

しかし、今般のパナマ文書の公表を受けて、各国においては、特に情報公開に非協力

的なタックス・ヘイブンを利用したタックス・プランニングや、マネー・ローンダリン

グについて、より積極的に追及されることが予想され、国際的な税務に関する情報の透

明性と公平性の向上のための動きが今後益々活発化していくことが予想されます。また、

とりわけ金融機関においては、顧客によるアグレッシブなタックス・プランニングや脱

税への関与を防止するための態勢の強化が、これまで以上に求められる可能性もありま

す。 

以下では、情報交換・公開の拡充と透明性の向上、税務に関するコンプライアンス等、

パナマ文書の公表により日本企業が影響を受ける可能性のある事項について、その概要

を解説します。 

 

1. 金融機関を通じた口座情報に関する自動的情報交換 
 

税務当局同士による自動的情報交換制度の有効性は、パナマ文書を契機として議論

が開始されたわけではなく、以前から OECD を中心にその必要性が繰り返し強調さ

れてきていました。すでに日本においても、平成 27 年度税制改正により金融機関を

通じた口座情報の自動的情報交換制度の導入に必要な法令改正がなされ、2017 年よ

り金融機関による手続が開始される予定となっています。この自動的情報交換の枠組

みは、パナマ文書の公表を受けた国際的な潮流により、これまで情報交換に非協力的

であったパナマ共和国のような国もその対象国に含んでいく可能性が高いといえま

す。 

 

（1） OECD による金融口座情報に係る自動的情報交換制度 

2008 年、外国において金融機関が米国富裕層の脱税を幇助したという事件等を

きっかけに、2010 年 3 月に米国で外国口座税務コンプライアンス法（FATCA）が

成立しました。同法のもとで、米国外の金融機関から米国人・米国法人が保有する

口座に関する一定の情報が米国税務当局に提供されています。日本も米国との間で

政府間協定を結んでおり、日本の金融機関もすでに対応を行っているところです。 

FATCA を契機として OECD においても各国間での金融口座情報の自動的な情報

交換システムの重要性が強調され、2014 年、自動的情報交換の共通報告基準

（CRS：Common Reporting Standard）10が承認されました。FATCA がいわば（米

                                                        
10 自動的情報交換の対象となる非居住者の口座の特定方法や交換される情報の範囲を各国で共通化す

ることにより、金融機関の事務負担を軽減しつつ、金融資産の情報を各国税務当局間で自動的かつ効率
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国以外の国から米国への）一方的な情報提供だったのに対し、共通報告基準に基づ

く自動的情報交換は双方向の情報交換の仕組みとなっています。 

共通報告基準に基づく自動的情報交換では、以下の手続により、情報交換を行う

ことになります（下図も参照）。 

① 金融機関11による口座保有者の居住地国の特定、及び、報告すべき口座の選別 

② 金融機関による非居住者（個人・法人等）に係る金融口座情報の所在地国の税

務当局への報告 

③ 税務当局間の年 1 回の相互の当該情報交換 

 

 
 

（2） 日本の現時点での対応状況及び今後の影響 

日本においても、OECD による共通報告基準が採択されるよりも以前から、租税

条約等に基づいて各国と種々の情報交換が行われています。国税庁が公表した「平

成 26 事務年度における租税条約等に基づく情報交換事績の概要」12によると、近

年の自動的情報交換の件数は以下のとおりです13。 

単位：千件 
 H24 年度 H25 年度 H26 年度 
外国税務当局から情報提供されたもの 125 133 132 
国税庁から情報提供したもの 91 126 137 
 

ただし、現時点で国税庁が実施している自動的情報交換は、法定調書から把握し

た非居住者等への支払等（配当、不動産所得、無形資産の使用料、給与・報酬、キ

                                                        
的に交換することを目的とするもの。 
11 銀行等の預金機関（Depository Institution）、生命保険会社等の特定保険会社（Specified Insurance 
Company）、証券会社等の保管機関（Custodial Institution）及び信託等の投資事業体（Investment Entity）
とされています。 
12 https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2015/joho_kokan/pdf/joho_kokan.pdf  
13 自動的情報交換以外にも、「要請に基づく情報交換」や「自発的情報交換」も実施されているものの、

要請に基づく情報交換や自発的情報交換は日数や手間がかかるといった理由から、これまで各国の税務

当局において十分に活用されてきたわけではなかったといわれています。 

A 国 
税務当局 

B 国 

税務当局 

A 国金融機関 B 国金融機関 

B 国居住者 A 国居住者 

①居住地国届出等 ①居住地国届出等 

②顧客口座情報等提供 ②顧客口座情報等提供 

③情報交換 

https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2015/joho_kokan/pdf/joho_kokan.pdf
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ャピタルゲイン等）に関する情報を、支払国の税務当局から受領国の税務当局へ一

括して送付する（又は送付を受ける）ものであって、共通報告基準に従って開始さ

れる金融口座情報に係る自動的情報交換よりも対象となる情報の範囲が狭いもの

です14。 

平成 27 年度税制改正により国内法として整備された、非居住者の金融口座情報

に係る自動的情報交換では、国内に所在する金融機関から口座保有者の氏名、住所、

外国納税者番号、口座残高、利子・配当等の年間受取総額等の情報を国税庁に対し

て報告させ、これらの情報が各国の税務当局との間で交換されることとなっていま

す。税務当局間で特定の個人・法人の金融口座情報が共有される枠組みが構築され

るため、税務に関する情報の透明性がより高まるものと考えられます。 

また、日本に所在する金融機関において、非居住者の口座情報の把握等一定の事

務が生じることになります。具体的には、金融機関は、2017 年から対象口座の特

定手続を行い、2018 年に 2017 年分の報告を国税庁に行う必要があります。国税庁

は、2018 年に初回の情報交換を外国の税務当局との間で実施します。 

 

2. 多国籍企業による税務当局への情報提供及び情報公開 

 

（1） BEPS（Base Erosion and Profit Shifting）行動計画 13 に基づく情報提供 

パナマ文書の公表を受け、国際的な税務に関する透明性の向上という観点で今後

より注目されるであろう制度として、OECD の BEPS プロジェクトに基づく当局

への情報提供と各国税務当局間での共有の枠組みが挙げられます15。 

BEPS 行動計画 13（移転価格に関する文書化及び国別報告書）により、直前会

計年度の連結売上高が 7 億 5,000 万ユーロ（約 920 億円）以上の多国籍企業は、こ

れまで各国の国内法に基づいて各国税務当局に対して提供していた範囲の異なる

情報を、拡充し統一された文書の形で関連する税務当局に提出する必要があります。

本ニュースレターでは詳細は割愛しますが、同行動計画においては、①多国籍企業

グループの究極の親事業体が作成するグループ全体に共通する基本情報（組織構造、

事業内容等）を記載したマスターファイル、②グループ内の親・子会社がそれぞれ

作成する関連者間でのグループ内取引での取引価格の算定方法などを記載したロ

ーカルファイル、及び③究極の親事業体が作成するグループの所在地国別の収益、

課税所得、税額及び経済活動等を記載した国別報告書の 3 種類の移転価格税制に関

する文書を作成し、これらの文書を関連する税務当局に提出すべきとされます。こ

れらの文書のうち国別報告書は、租税条約の情報交換規定を通じて、各国の税務当

局間で共有されることになります。日本においても平成 28 年度税制改正により、

                                                        
14 なお、平成 28 年度税制改正により下記 2.(1)で触れる移転価格税制に関する文書化が従前よりも拡充

された形で国内法化されていますが、このうちのグループの究極の親事業体が作成し管轄の税務当局に

提出する国別報告書については、租税条約の自動的情報交換規定を通じて子会社等の所在国の税務当局

と共有されることになります。 
15 OECD は、BEPS に関して、2015 年 10 月 5 日に 終レポートを公表しています

（http://www.oecd.org/ctp/beps-2015-final-reports.htm）。 

http://www.oecd.org/ctp/beps-2015-final-reports.htm


 
 
 
    

 TAX LAW NEWSLETTER  

当事務所は、本書において法務・税務アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士又は税理士にご相談頂きますようお願

い申し上げます。 

© 2016 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved.  
 
  

 

BEPS の 終報告書に従った報告制度が導入されています。 

 

（2） EU 等における情報公開制度 

EU は、パナマ文書の公表直後の 2016 年 4 月 12 日、EU 域内で事業を展開し、

全世界の売上高の合計が年間で 7 億 5,000 万ユーロ（約 920 億円）を超える企業グ

ループが、EU 内に一定規模以上の子会社16を有する場合、多国籍企業グループに

関する以下の情報を当該子会社のホームページで公開することを義務付けるEU指

令案を発表しました17,18。 

 

① 組織体の活動の概要 

② 従業員数 

③ グループ間取引を含む総売上高 

④ 税引前当期純利益（損失） 

⑤ 当期にその国で利益（損失）が発生したことに起因して納税義務が生じた所得

税額 

⑥ その年に実際に支払った税額 

⑦ 利益剰余金 

 
また、英国政府は、同国で活動する大企業に対し、納税に関する会社の方針や考

え方などの情報公開を義務付ける制度を公表しています。当該制度は、英国内で事

業を展開する一定の大企業に対して、当該企業の税務戦略等をホームページにおい

て公開する義務を定め、違反すれば罰金を課すというものです。同制度は本年 7 月

に施行予定とされています19,20。 

したがって、（提案が承認された場合）EU 域内ですでに事業を行っている、又は、

今後 EU 域内に進出する日本企業グループは、こうした情報公開制度に適切に対応

できるよう企業グループ内の態勢を整えておく必要があります。 

 

 

                                                        
16 一定規模以上の子会社とは、①貸借対照表合計 400 万～600 万ユーロ（加盟国がこのレンジの中で設

定）、②売上 800 万～1200 万ユーロ（同上）及び③年度における平均従業員数 50 人の 3 つの要素のう

ち、いずれか 2 つを超える規模を有する子会社を指します。 
17 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1351_en.htm 
18 これに対し、経団連は、納税額などの開示は「企業の機密情報を含む」として反対しています。特に、

BEPS の 終報告書では、国別報告事項について一般公開がなされぬよう、課税当局はあらゆる合理的

な手段を講ずるべきとされていたこととの比較において、今般 EU により公表された一般公開を求める

提案に対して懸念を示しています（http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/024.html）。また、米国の経済界も

反対の立場を示しているほか、4 月 23 日に開催された EU 財務相会合では、パナマ文書問題に対して過

剰反応するべきではないとして、当該制度案の導入に対して慎重論が相次いだ模様です。 
19 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/520471/Draft_Guidance_for_Strategy_P
ublication_.pdf 
20 また、英国は、本年中に、従業員等の脱税への関与を防止できなかった場合の企業への罰則規定を導

入予定といわれています

（https://www.gov.uk/government/news/pm-companies-to-be-liable-for-employees-who-facilitate-tax-cheating）。 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1351_en.htm
http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/024.html
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/520471/Draft_Guidance_for_Strategy_Publication_.pdf
https://www.gov.uk/government/news/pm-companies-to-be-liable-for-employees-who-facilitate-tax-cheating
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3. マネー・ローンダリング 
 

パナマ文書に関する報道では、脱税・租税回避とともに、テロ資金供与を含むマネ

ー・ローンダリング規制の抜け穴としてタックス・ヘイブンが活用されている疑いが

大きく取り上げられています。冒頭でも述べたとおり、一部の各国当局においては、

かかる観点での調査を開始したとの報道もなされており、我が国においても、パナマ

文書がマネー・ローンダリング規制に与える影響を考慮しておく必要があります。 

この点、現在の我が国のマネー・ローンダリング規制においては、脱税は直接規制

対象とされていません。すなわち、我が国のマネー・ローンダリング規制は、主に組

織的犯罪処罰法（以下「組犯法」といいます。）及び犯罪による収益の移転防止に関

する法律（以下「犯収法」といいます。）によってなされており21、具体的には、組犯

法上、「犯罪収益等」（組犯法 2 条 4 項）の隠匿等に対して刑事罰が規定されるととも

に、犯収法上、「犯罪による収益」22の移転を防止する目的で、金融機関等に対して取

引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等が義務付けられています。 

しかし、「犯罪収益等」（ひいては「犯罪による収益」）を産み出す前提犯罪として

列挙された犯罪の中に、脱税犯（所得税法 238 条等）は含まれていません。したがっ

て、脱税資金はマネー・ローンダリング規制の対象にならないことになります23。 

金融庁の監督指針や金融検査マニュアルにおいても、犯収法に基づく取引時確認、

取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等を遵守させる観点からの指針や着眼点は示

されていますが、顧客による脱税防止の観点は特段示されていません24。 

もっとも、2012 年 2 月に FATF（金融活動作業部会）が公表した新勧告25において

は、マネー・ローンダリング罪の前提犯罪に 低限含めるべき類型として税犯罪（“tax 

crimes （related to direct taxes and indirect taxes）”）が加えられています26。さらに、

FATF は 2012 年 10 月に、関連する文書として“Managing the anti-money laundering 

and counter-terrorist financing policy implications of voluntary tax compliance 

programmes”と題する Best Practice Paper も公表しており、これらを受け、諸外国

においてはすでにマネー・ローンダリングの前提犯罪に税犯罪を加えた上で具体的な

                                                        
21 その他、外国為替及び外国貿易法第 18 条においても、一定の為替取引を行うに際して顧客の本人確

認義務が課されていますが、脱税防止を意図したものではありません。 
22 犯収法 2 条 1 項。組犯法上の「犯罪収益等」と国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長す

る行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律上の薬物犯罪収益等（麻

薬特例法 2 条 5 項）を総称した概念。 
23 もちろん、「犯罪収益等」を脱税目的で隠匿等をするのであれば、組犯法によって処罰され、また犯

収法による疑わしい取引の届出義務等も生じ得ます。しかし、これは、対象となる財産が「犯罪収益等」

に該当すれば、隠匿等の目的は問われない（隠匿等の目的が脱税にあったか否かは無関係）ことから、

たまたま脱税目的の場合であっても規制対象に含まれるに過ぎず、脱税を直接規制しているものではあ

りません。他方、対象となる財産が合法的な経済活動によって得た資金であれば、その後当該財産を脱

税目的で隠匿等してもマネー・ローンダリング規制の対象とはならないことになります。 
24 主要行等向けの総合的な監督指針 III-3-1-3（http://www.fsa.go.jp/common/law/guide/city/index.html、
http://www.fsa.go.jp/common/law/guide/city/03c1.html）、金融検査マニュアル法令等遵守態勢の確認検査

用チェックリスト III．1（http://www.fsa.go.jp/manual/manualj/manual_yokin/07.pdf）等。 
25 http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf 
26 FATF 新勧告第 3番、FATF 解釈ノート勧告 3第 4項、及び“Designated categories of offences”の定義。

税の関係では他に“smuggling; (including in relation to customs and excise duties and taxes)”も挙げられ

ています。 

http://www.fsa.go.jp/common/law/guide/city/index.html
http://www.fsa.go.jp/common/law/guide/city/03c1.html
http://www.fsa.go.jp/manual/manualj/manual_yokin/07.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf


 
 
 
    

 TAX LAW NEWSLETTER  

当事務所は、本書において法務・税務アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士又は税理士にご相談頂きますようお願

い申し上げます。 

© 2016 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved.  
 
  

 

対応を進めている模様です。 

他方、我が国では、本年 10 月に施行される改正犯収法において、FATF 新勧告を踏

まえた対応も一部なされているものの、税犯罪を前提犯罪とする改正は行われていな

いことから、今後、マネー・ローンダリングの前提犯罪に税犯罪を加えることについ

て、犯収法の更なる改正を含めたより活発な検討が行われ、その結果金融機関等にお

ける取引時確認の実務や疑わしい取引の届出の判断等に一定の影響が及ぶことも予

想されます。 

 

4. 金融機関の税務コンプライアンスに係る態勢整備 
 

現在、我が国の金融機関に対して適用される法令等において、税務コンプライアン

ス態勢について直接言及したものは存在しません。 

この点、2010 年 9 月に OECD が公表した報告書（“A Framework for a Voluntary 

Code of Conduct for Banks and Revenue Bodies”27。以下「OECD 報告書」といいま

す。）では、以下の 4 点が銀行に期待される事項として挙げられています（Part 1.2）。 

 

① コンプライアンス：銀行がその税務に係る義務を完全に遵守し、顧客の税務コン

プライアンスを促進すること 

② ガバナンス：銀行が取り扱う各種取引と当該取引に伴う税務リスクをコントロー

ルする十分なガバナンスを確保すること 

③ タックス・プランニング：銀行はアグレッシブなタックス・プランニングを用い

ず又は促進しないこと 

④ 高度な関係：税務当局と銀行は、信頼と協調を発展することができる関係を確立

していくこと 

 

パナマ文書に関する報道において問題提起されている一部の金融機関の顧客税務

への関与を受け、今後我が国においても、金融機関に対して OECD 報告書も踏まえ

た態勢整備が明示的に又は監督上求められる可能性があると思われます。 

例えば、上記②のガバナンスに関しては、商品承認委員会の活用その他の方法によ

りビジネス判断に際して税務ポリシーが確実に考慮される適切な手続を確保するこ

と、銀行の税務部門は決定的に重要な役割を果たさなければならず、その意見はビジ

ネス部門に無視されてはならないことが記載されています（OECD 報告書 Part1.3.1.

2.2）。こうした点を踏まえれば、新規商品等の事前の審査・承認を行う態勢の整備に

ついて記載されている金融検査マニュアル経営管理（ガバナンス）I.3.④【新規商品

等審査に関する取扱い】においても、今後リーガル・チェック等に加えて、税務部門

のチェックを受ける態勢の整備が求められる可能性があります。 

また、上記③では、違法行為である脱税のみならず、タックス・プランニング、す

                                                        
27 https://www.oecd.org/tax/administration/45989171.pdf 

https://www.oecd.org/tax/administration/45989171.pdf
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なわち合法的な租税回避に対する銀行の関与についても、アグレッシブに行うことに

対しては否定的な見解が明確に示されている点に留意が必要です。違法な脱税と合法

的な租税回避の境界は必ずしも明確なわけではなく、パナマ文書に関する報道が問題

視している取引についても、違法取引ではないものも多く含まれていると思われる中、

たとえ合法的な取引であってもその不適切さが非難の対象とされているようにも見

受けられます。 

したがって、少なくともアグレッシブな租税回避への金融機関の関与については、

今後金融行政上の監督・行政処分の対象とされる可能性も否定できませんし、行政の

対応にかかわらずレピュテーション・リスクは高まっているといえるでしょう。 

各金融機関においては、こうした状況を踏まえて、金融・税務当局による今後の指

針等の改正の動きも注視しつつ、自己及び顧客の税務コンプライアンスに関する適切

な内部管理態勢を整備する必要があるものと思われます。 

 

Ⅴ. おわりに 
 

パナマ文書は、多くの日本企業に対して直接影響を与えるものではないと評価できま

す。もっとも、BEPS プロジェクトや OECD による一連の動きにより、近年課税の公

平性・透明性に注目が集まりつつあったところ、今般のパナマ文書の公表を受けて、か

かる問題に対応する制度的枠組みを構築する世界的な動きがさらに加速することにな

りそうです。 

日本企業としても、企業（グループ）内において税務に関する情報を適切に整理・評

価し、こうした新たな制度的枠組みに対応することが求められることになります。特に、

EU 等において推進されている税務に関する情報の公開義務については、BEPS プロジ

ェクトの枠組みを超える可能性もあり、その動向が注目されます。 

日本企業は、一般的に欧米企業ほどタックス・プランニングに積極的でないこともあ

り、リスクは限定的な場合が多いと思われますが、課税の公平性・透明性への意識の高

まりは、たとえ違法な脱税を行っていない場合であってもレピュテーション・リスクへ

とつながるおそれがあることから、留意が必要と思われます。 

パナマ文書の影響を も受けることが予想される金融機関においては、自動的情報交

換制度への対応や、（改正の動向に応じた）マネー・ローンダリング規制関連の対応、

さらに税務コンプライアンスという観点からの態勢整備等の対応が必要となることが

予想されます。 
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NEWS 
 間所 光洋 税理士が入所しました 

2016 年 3 月 22 日付で、間所 光洋 税理士が、森・濱田松本法律事務所・MHM 税

理士事務所に加入しました。 

間所税理士は、朝日税理士法人において、法人税や所得税等、幅広い税目を取り扱

ってきました。中でも、事業承継／相続対策のプランニングの経験が豊富であり、

株価算定や組織再編のストラクチャーの策定から実行支援まで数多くの案件を担

当してきました。 

間所税理士の入所により、株価算定やデュー・ディリジェンス等を含む税務サービ

スを、さらに充実した体制で提供できるように、努めてまいる所存です。 
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