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Ⅰ.  はじめに 
 

2016 年 4 月 3 日に、国際調査報道ジャーナリスト連合（The International Consortium 

of Investigative Journalists, ICIJ）がパナマ文書の存在を発表したことで、世界中でタッ

クス・ヘイブン（租税回避地）を使った節税の実態が明らかとなり、租税回避への対処

は各国の共通課題となっています。 

2016 年 5 月の伊勢志摩サミットにおいては、租税回避に関連し、安倍晋三首相が、

「税の公平性は重要であり、国民の信頼が揺らぐ状況は正していく必要がある。」と呼

びかけ、同サミットで採択された首脳宣言においては、「税に関する情報の透明性向上

を通じて、税制に対する市民の信頼を回復する」と明記されました。 

さらに、経済協力開発機構（OECD）は、悪質な租税回避に対する制裁として、口座

などの情報提供に非協力的な国や地域を悪質と認定し、悪質と判断したタックス・ヘイ

ブンへの制裁措置として、富裕層が資金移転をしても本国並みの税金を課すといった体

制の導入を検討しています1。 

このように、各国が悪質な租税回避への規制を強化する方向へと動く中において、グ

ローバルに事業展開する企業としては、そうしたタックス・ヘイブンに関連する税制の

新の動向を把握した上で事業運営を行う必要があります。 

本ニュースレターでは、2015 年 5 月号（Vol.12）において日本におけるタックス・

ヘイブン対策税制に関する裁判例の 1 つとして紹介した名古屋地裁平成 26 年 9 月 4 日

判決の控訴審判決である、名古屋高裁平成 28 年 2 月 10 日判決（本判決）を紹介し、

これを踏まえた実務上の留意点を検討することとします。 

 

 

 

 

                                                        
1 日本経済新聞 2016 年 6 月 16 日朝刊「租税回避地に制裁導入」 
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Ⅱ.  タックス・ヘイブン対策税制とその適用除外について 
 
タックス・ヘイブン対策税制とは、内国法人・居住者が、税負担の低い外国法人の株

式等を保有している場合に、当該外国法人の所得を内国法人・居住者の所得に合算して

課税する制度です。具体的には、日本の内国法人・居住者による株式等の直接・間接の

保有割合が 50%超の外国法人であって、（a）法人所得税が存在しない国に本店を有す

るもの、又は（b）租税負担割合（実効税率）が 20%未満であるもの（「特定外国子会

社等」）について、ある内国法人又は居住者が当該特定外国子会社等に対して、株式等

を直接・間接に 10%以上保有している場合、当該特定外国子会社等の所得を株式等の保

有割合で按分した金額が、当該内国法人・居住者の所得に合算されることとされていま

す（租税特別措置法 40 条の 4、66 条の 6、68 条の 90）。 

もっとも、タックス・ヘイブン対策税制が、日本企業による経済合理性のある海外進

出を不当に阻害しないように、特定外国子会社等が租税負担軽減のために存在している

のではなく、その存在に経済合理性が認められる場合、具体的には、次の基準をすべて

満たす場合にはタックス・ヘイブン対策税制は適用されないこととされています（適用

除外基準。租税特別措置法 66 条の 6 第 3 項）。 

①事業基準 

特定外国子会社等が、株式等・債券の保有、工業所有権・著作権の提供、船舶・

航空機の貸付けを主たる事業とするものではないこと 

②管理支配基準 

特定外国子会社等が、本店所在地国において、その主たる事業を行うに必要と

認められる事務所、店舗、工場その他の固定資産を有していること 

③実体基準 

特定外国子会社等が、本店所在地国において、その事業の管理、支配及び運営

を自ら行っていること 

④非関連者基準・所在地国基準 

特定外国子会社等の主たる事業が卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、

保険業、水運業又は航空運送業の場合は、その事業年度における取引のうちに占

める特定外国子会社等の非関連者との取引の割合が 50%超であること（非関連者

基準） 

それ以外の事業である場合には、その事業を主として本店所在地国において営

んでいること（所在地国基準） 

本判決においては、問題となったシンガポール法人が ASEAN 地域のグループ会社の

株式を保有する会社であったことから①の事業基準の充足の有無が主な争点となりま

した。なお、後述するように、平成 22 年度税制改正により、株式等の保有を主たる事

業とする特定外国子会社等であっても、子会社等の統括業務を行うもの（事業持株会社）

は、①の事業基準を満たすものとされましたが（租税特別措置法 66 条の 6 第 3 項括弧

書）、本判決においては、かかる改正前の租税特別措置法の適用が問題とされているた
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め、①の事業基準の判断において、事業持株会社の該当性は判断されていません。 

 

Ⅲ.  事案の概要 
 

日本法人 X 社は ASEAN 地域の統括会社 A 社の完全親会社であり、A 社は、ASEAN

地域に存する子会社13社及び関連会社3社の株式を保有するシンガポール法人でした。

A 社は、これらの株式保有に関する業務（もっとも、グループ会社の配当についても基

本的に X 社が設定した配当性向に従って実施されることとなっているなど、A 社自身が

株式保有に関する業務に直接関与することはありませんでした。）を行うとともに、こ

れらのグループ会社を統括する地域統括業務（集中生産・相互補完体制を強化し、A 社

の統括する各拠点の事業運営の効率化やコスト低減を図ることを目的とする地域企画、

調達、財務、材料技術、人事、情報システム及び物流改善に関する業務）等を行ってい

ました。 

A 社が行っていた地域統括業務によって、X 社の ASEAN 地域のグループ会社全体に

原価率の大幅な低減による利益がもたらされ、それが A 社の子会社や関連会社からの配

当収入の中に相当程度反映されることとなりました。 

A 社は、地域統括業務については、実費を徴収するか、グループ会社の売上高や取引

高に一定の料率を乗じる等して計算した金額をグループ会社から徴収する方法によっ

て、その対価を回収しており、地域統括業務のうちの物流改善業務に関する売上高は、

A 社の収入金額の約 85%を占めていました。もっとも、物流改善業務については、原価

率が高いことから、物流改善業務に係る売上総利益が A 社の所得金額の総額に占める割

合は 5%前後にとどまる一方で、保有株式に係る受取配当が A 社の所得総額に占める割

合は 85%を超えていました。 

また、A 社は、シンガポールに有形固定資産を保有し、主に地域統括業務に供してい

ましたが、A 社の資産総額に占める保有株式の額の割合は 50%超であるのに対し、これ

ら有形固定資産が占める割合は、約 0.2%でした。 

このような状況のもとで、課税庁は、X 社に対しタックス・ヘイブン対策税制を適用

し、A 社の所得のうち課税対象留保金額が、X 社の平成 20 年 3 月期及び平成 21 年 3

月期の所得の計算上、益金の額に算入されるとして、X 社に対し、2 期合計で所得金額

約 114 億円、追徴税額約 12 億円（地方税等を含む）の更正処分及び過少申告加算税賦

課決定処分を行ったところ、X 社が当該各処分の取消しを求め訴訟提起しました。 

第一審においては、以下のとおり、A 社の主たる事業は地域統括業務であり、シンガ

ポールにおいてかかる事業を行っていたものと認められ、X 社はタックス・ヘイブン対

策税制の適用除外基準を満たす旨の納税者勝訴判決が下されました。そこで、かかる判

決に対して国が控訴をしたのが本判決であり、タックス・ヘイブン対策税制に係る適用

除外基準のうち、前記①の事業基準に関して、A 社の「主たる事業」が株式保有業であ

り、適用除外基準を満たさないかどうかが争点となりました。 
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Ⅳ.  裁判所の判断 
 

1．第一審判決（名古屋地裁平成 26 年 9 月 4 日判決） 
 

(1) 事業基準（①）について 

名古屋地裁は、まず、特定外国子会社等が複数の事業を営んでいる場合に、その

いずれが主たる事業であるかの判断基準として、「当該外国子会社等におけるそれ

ぞれの事業活動によって得られた収入金額又は所得金額、それぞれの事業活動に要

する使用人の数、事務所、店舗、工場その他の固定施設の状況等の具体的かつ客観

的な事業活動の内容を総合的に勘案して判定するのが相当である」と判示しました。 

その上で、（i）従業員 34、5 人のうち 28 人以上が地域統括業務に従事しており、

株式保有業務に従事しているものは 1 人もいなかったこと、（ii）固定施設は地域統

括業務に供されているものが大半であったこと、（iii）A 社における物流改善業務に

関する売上高は A 社の収入金額の約 85%に上っていたこと、（iv）A 社の設立目的

はそもそも地域統括業務を行うことにあったこと、（v）A 社は設立以来順次業務を

拡大し、地域統括に係る業務内容は前記Ⅲ.に記載するように多方面にわたるもの

となっていたこと、（vi）A 社は、問題となった事業年度当時においても、アジア地

域社長会、許認可取得活動、材料・資材の調達交渉や廉価調達先の発掘、グローバ

ルネッティングの運営とその対象範囲の拡大作業等多岐にわたる地域統括業務を

行っていたこと、そして、（vii）A 社の地域統括業務によってグループ全体に原価

率の大幅な低減による利益がもたらされていたこと等を総合的に勘案し、A 社の主

たる事業は、株式保有業ではなく、地域統括事業であったと認定しました。そのう

えで、国の、収入金額や所得金額という金額的な規模を も重視すべきであるとの

主張を明確に否定しました。 

 

(2) 非関連者基準又は所在地国基準（④）について 

国は、A 社は、物流改善業務の一環として ASEAN 地域の各事業所に対し、商品

又は製品を大量・多額に販売し、又は各事業所のためにそれらの売買の代理行為を

行うなど、商社が行うような取引を行っていることから、A 社の主たる事業は「卸

売業」に該当して非関連者基準を検討すべきであり、その売上の多くは関連者との

間の取引によるものであるから、同基準をみたさないと主張していました。 

これに対し、名古屋地裁は、A 社の行う地域統括事業は各種業務が有機的一体と

なったものであるから、売買取引のみを取り出して「卸売業」に該当するというこ

とはできないとしました。そのうえで、前記④の基準については、「非関連者基準」

ではなく「所在地国基準」を適用し、A 社は本店所在地国であるシンガポールにお

いて地域統括事業を行っていたといえるとして、所在地国基準をみたすとしました。 
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2．本判決（名古屋高裁平成 28 年 2 月 10 日判決） 
 

(1) 当事者の主張 

国は、事業基準に関し、主たる事業の判定における考慮要素としては、金額的な

規模を示す判断要素を重視すべきであるところ、A 社の所得金額における株式保有

による利益の額の割合や A 社の資産総額における株式の額の割合が大きいことか

ら、A 社の主たる事業は株式保有業である、との第一審における主張に加え、タッ

クス・ヘイブン対策税制について規定する租税特別措置法の立案担当者が、株式保

有業の典型的なものとして、持株会社や投資会社を摘示しているところ、持株会社

は、資本参加によって意思形成に影響力を与え会社を支配するものも含むもので、

持株会社は地域統括機能を含む管理機能を中心的業務とするものであるから、地域

統括機能は株式保有業に含まれる業務であるという主張をしました。 

一方、X 社は、「株式の保有」という文言の文理解釈上、株式保有業に統括業務

が含まれると解することはできないことその他の反論を行いました。 

 

(2) 裁判所の判断 

名古屋高裁は、事業としての「株式の保有」は、事業として行う以上、それによ

って利益を受けることが当然に含意されているのであり、その利益を得る方法とし

ては、株式発行会社を支配し、その人事や業務内容を自己の意のままに決定するこ

とを通じて、より多くの配当を得ようと活動することもあるため、事業としての「株

式の保有」とは、単に株式を保有し続けることのみならず、株式発行会社を支配し

かつ管理するための業務もまた、その事業の一部をなすものであって、A 社の地域

統括業務は株式保有業に含まれるひとつの業務にすぎないものと判示しました2。 

また、「主たる事業」の判断基準に関し、「会社は営利法人であり、利益を上げる

ことを目的として、集めた資本等を経済合理性があるように運用しているのである

から、『主たる事業』の判断に当たって、当該事業のために保有している財産の資

産総額に占める割合や当該事業による所得金額の多寡を重視すべきことは当然で

ある。」との判断を示しました。 

その上で、A 社の所得状況について、保有株式に係る受取配当が A 社の所得金額

の総額に占める割合は 85%を超え、地域統括業務に係る売上総利益が A 社の所得

金額の総額に占める割合は 5%前後にとどまるという点については、A 社が地域統

括業務自体から利益を得ていないのは、そもそも同業務の成果によって被支配会社

の利益を増大させ、それを配当収入として取得しようとしたものであり、たまたま

                                                        
2 このことは、その後の平成 22 年度税制改正において、主たる事業が「株式の保有」である統括会社で、

被統括会社に対する統括業務を行うもの（事業持株会社）について、事業基準を満たすものとされたこ

とにより裏付けられるとされています。すなわち、本改正の経緯からすれば、本改正は、子会社に対し

て行われる地域統括業務は、株式保有業に本質的に伴うもので、株式保有業のための業務として含まれ

ているものであることを前提としつつも、地域統括業務が実体を伴って行われている場合に合算対象か

ら除外することとしたものであるとしています。 
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収益状況が芳しくなったことに起因するものではないものということであるとの

説明を加えました。また、X 社は、地域統括業務の対価やグループ会社の配当性向

等についての選択を通じて、シンガポールにおける課税額を調整することが可能で

あり、地域統括業務が株式保有業に含まれないとの解釈を取ると課税関係を調整で

きてしまうこと、地域統括業務は日本において、あるいは海外に支店を設けて行う

ことも可能であるところ、海外に地域統括業務を行う子会社を設立して孫会社の株

式を保有させる必要はなく、本社が株式を保有して地域統括業務を行えば足りるも

のであるから、あえて子会社にこれを行わせるのは、低い税率の適用を受けるため

というほかないことという実質的な考慮に触れた上で、A 社における「主たる事業」

は、名実ともに株式保有業であるという事実認定をしています。 

このように、事業基準を満たさないものであるとして、その余の点について判断

するまでもなく、国による控訴が認められました。 

 

Ⅴ.  実務上のポイント 
 
上記のとおり、平成 22 年度税制改正により、特定外国子会社等が株式の保有を主た

る事業とするものであっても、主たる事業が「株式の保有」である統括会社で、被統括

会社に対する統括業務を行うもの（事業持株会社）3に該当する場合には適用除外基準

の 1 つである事業基準を満たすものであることが明らかにされたため（租税特別措置法

66 条の 6 第 3 項括弧書）、地域統括業務を行う外国子会社を有する日本法人に関するタ

ックス・ヘイブン対策税制の適用については、当該例外規定を用いることにより事業基

準を充足することができることになりました4。もっとも、本判決を前提とすると、平

成 22 年度税制改正後の租税特別措置法が適用される事案において、本件の A 社のよう

な地域統括業務を行う特定外国子会社等の株式の 10%以上を保有する者には、当該会社

が事業持株会社に該当しない限り、原則として「地域統括業」ではなく「株式の保有」

が主たる事業であるとされ、タックス・ヘイブン対策税制が適用されるものと思われま

                                                        
3 具体的には、1 つの内国法人によって発行済株式等の全部を保有されており、外国法人である 2 以上の

被統括会社に対して統括業務を行っており、その本店所在地国に統括業務に係る事務所、店舗、工場そ

の他の固定施設及び当該統括業務に従事する者を有している特定外国会社のうち、株式等の保有を主た

る事業とするものをいいます（租税特別措置法施行令 39 条の 17 第 4 項）。 
そして、統括業務とは、被統括会社との間における契約に基づき行う業務のうち当該被統括会社の事

業の方針の決定又は調整に係るもの（当該事業の遂行上欠くことのできないものに限ります。）であって、

当該特定外国子会社等が 2 以上の被統括会社に係る当該業務を一括して行うことによりこれらの被統括

会社の収益性の向上に資することとなると認められるものをいいます（租税特別措置法施行令 39 条の

17 第 1 項）。 
4 なお、平成 22 年度税制改正後の租税特別措置法が本件事案に適用された場合には、A 社は、X 社によ

って発行済株式の全てを保有され、ASEAN 地域におけるグループ会社 2 社以上に対して地域統括業務

を行い、かかる業務によりグループ会社全体の原価率の低減が図られおり、さらに、シンガポールに固

定資産や従業員を有していたことから、「事業持株会社」に該当する可能性があるものと考えられます。

仮にそうであるとすると、上記のとおりタックス・ヘイブン対策税制適用除外の事業基準を満たすこと

となります。また、株式等の保有を主たる事業とするものとの本判決の判断を前提とすると、所在地国

基準が適用されることとなると考えられます。そうすると、第一審判決の事実認定に基づいて、実体基

準、管理支配基準及び所在地国基準も満たされることとなり、X 社にタックス・ヘイブン対策税制は適

用されないことになるものと考えられます。 
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す。 
また、本判決においては、「主たる事業」の判断に当たって、第一審が、「収入金額や

所得金額という金額的な規模を示す判断要素のみを重視すべきであるということはで

きない」と判示したこととは対照的に、「当該事業のために保有している財産の資産総

額に占める割合や当該事業による所得金額の多寡を重視すべき」との判断が示された点

が注目に値します。本判決は、「主たる事業」の判断基準については、第一審が示した、

「当該外国子会社等におけるそれぞれの事業活動によって得られた収入金額又は所得

金額、それぞれの事業活動に要する使用人の数、事務所、店舗、工場その他の固定施設

の状況等の具体的かつ客観的な事業活動の内容を総合的に勘案して判定する」という枠

組5自体は変更せずに、その内の特定の判断要素を重視すべきとの判断を示しています。

「主たる事業」の判断において、金額的な規模を示す判断要素を重視することについて

は、特定外国会社等が複数の事業を行っている場合に、株式保有業に係る収入が一時的

に増加することや、一時的に他の事業が不振となったことから、株式保有業が「主たる

事業」であると判断されてしまうリスクがあるとして、かねてから批判されています6。

本判決においては、「地域統括業務による収益状況がたまたま芳しくなかったことによ

って、これによる所得金額が少なくなった」ものではない旨の事実認定を前提としては

いますが、かかる批判は避けられないものと思われます。さらに、「会社は営利法人で

あり、利益を上げることを目的として」いることが、当該事業のために保有している財

産の資産総額に占める割合を重視すべきという判断に直接的には結び付かないため、上

記の判断に至った理由についても批判がなされる可能性があるように思われます。 
本判決については、X 社が上告手続きを行う予定である旨を示しており、 高裁によ

る 終的な判断が注目されるところです。 

なお、現在の日本のタックス・ヘイブン対策税制は、適用除外基準を満たす特定外国

子会社の所得については原則として合算対象とはならない、いわゆるエンティティ・ア

プローチを根幹としつつ、適用除外基準を満たす場合であっても、例外的に当該特定外

国子会社等が「特定所得7」を有する場合には合算対象としており（租税特別措置法 66

条の 6 第 4 項）、一部、いわゆるインカム・アプローチを採用しています。しかし、財

務省はタックス・ヘイブン対策税制における、20%未満という税率基準をなくし、所得

の種類によって課税の有無を判断する仕組みに切り替える検討に入ったとの報道もな

されており8、今後タックス・ヘイブン対策税制の制度自体の動向にも注視する必要が

あります。 

  

                                                        
5 措置法通達 66の 6-8及び同じく主たる事業の判断基準が問題となったいわゆるヤオハンファイナンス

事件（ 高裁平成 9 年 9 月 12 日判決）等参照。 
6 もっとも、ヤオハンファイナンス事件において、「主たる事業」の判定は、各事業年度ごとに判定され

る性質のものである旨の判断が示されていることから、各事業年度によって「主たる事業」が異なって

しまう可能性があることについては、過去の裁判例に照らすと、許容されているものと考えられます。 
7 租税特別措置法 66 条の 6 第 4 項各号に列挙の所得であり、具体的には、特定法人（持株比率 10％未

満の法人）から受ける剰余金の配当等、債券の利子、特許権の使用料等がこれに当たります。 
8 平成 28 年 7 月 1 日付『日本経済新聞』朝刊「税逃れ 日本並みに課税」 
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セミナー情報 
 セミナー  『税理士が知っておくべき契約書の急所』 

開催日時  2016 年 7 月 14 日（木）13:30～16:30 

講師   大石 篤史 

主催者   東京税理士協同組合（協賛：株式会社日税ビジネスサービス） 

 

 セミナー  『インセンティブ報酬設計の実務上の留意点』 

開催日時  2016 年 8 月 2 日（火）9:30～12:30 

講師   奥山 健志、酒井 真 

主催者   株式会社プロネクサス 

 

 セミナー  『M&A の表明保証条項・補償条項の近時のトレンド～契約書作成

 時に知っておくべき税務を含む～』 

開催日時  2016 年 8 月 10 日（水）13:30～16:30 

講師   大石 篤史 

主催者   株式会社金融財務研究会 

 

文献情報 
 論文   「パナマ文書の日本企業への影響」 

掲載誌   月刊監査役 No. 656 

著者   江平 享、酒井 真 

 

 論文   「税務担当役職員・専門家は「パナマ文書」問題から何を学ぶべきか」 

掲載誌  税務弘報 Vol.64 No.8 

著者   酒井 真、小山 浩、飯島 隆博 

 

 論文   ① 「雑所得と損益通算の可否」 

 ② 「タックス・ヘイブン対策税制の適用除外要件－来料加工（東 

   京地判平成 24・7・20）」 

 ③ 「譲渡の意義（2）－財産分与」 

掲載誌   別冊ジュリスト租税判例百選［第 6 版］ No. 228 

著者   ①大石 篤史 

    ②小山 浩 

    ③金丸 和弘 
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 論文   「日本版リストリクテッド・ストックの導入－譲渡制限付株式報酬

    導入に係る実務上の留意点－（上）（下）」 

掲載誌  旬刊商事法務 No.2102、2103 

著者   石綿 学、渡辺 邦広、小山 浩、梶元 孝太郎 

 

NEWS 
 ALB Japan Law Awards 2016 にて受賞しました 

トムソン・ロイターグループの、国際的法律雑誌である ALB （Asian Legal Business）

による ALB Japan Law Awards 2016において、当事務所は TAX AND TRUSTS LAW 

FIRM OF THE YEAR を含む、以下の 4 カテゴリーで受賞しました。 

· DEBT MARKET DEAL OF THE YEAR 

· EQUITY MARKET DEAL OF THE YEAR 

· TAX AND TRUSTS LAW FIRM OF THE YEAR 

· SE ASIA PRACTICE OF THE YEAR 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 
森・濱田松本法律事務所 広報担当 
mhm_info@mhmjapan.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 

www.mhmjapan.com

