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Ⅰ.  はじめに 

 

近年、日本企業による海外進出は益々活発になってきています。とりわけ、近時の特

徴としては、アジアにおける需要の拡大等を踏まえて、アジア諸国への進出が増加傾向

にあります。 

これらの海外進出を検討する際には、様々な税務上の考慮が必要となりますが、現地

に子会社を設立する場合、日本のタックス・ヘイブン対策税制の検討は必須といっても

過言ではありません。 

そこで、本ニュースレターでは、タックス・ヘイブン対策税制の重要な論点の 1 つで

ある適用除外要件が争われた近時の裁判例をご紹介し、かかる裁判例を踏まえた実務上

の留意点について検討します。 

 

Ⅱ.  タックス・ヘイブン対策税制の概要 

 

タックス・ヘイブン対策税制とは、日本の内国法人・居住者が税負担の低い海外法人

の株式等を保有している場合に、当該海外法人の所得を日本の内国法人・居住者の所得

に合算して課税する税制です。具体的には、日本の内国法人・居住者による直接・間接

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

又は租税負担割合（実効税率）が 20%以下であるもの（特定外国子会社等）について、

内国法人・居住者の特定外国子会社等に対する直接・間接の保有割合が 10%以上である

場合、当該特定外国子会社等の所得を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・へイブン対策税制が日本企業によ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以下の適用除外要件を全て充足する場合には、一定の資

産性所得を除き、当該特定外国子会社等につきタックス・ヘイブン対策税制は適用され
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ません。 

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（但し、株式等の保有を主たる事

業とする特定外国子会社等のうち、被統括会社の株式等の保有を行う統括会社を除く） 

②実体基準 

本店の所在する国において、その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店

舗、工場その他の固定施設を有していること 

③管理支配基準 

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 

(i) 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 

 その事業年度における取引（収入、仕入れ等）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 

(ii) 上記以外の事業 

その事業を本店の所在する国において営んでいること 

以下で紹介する東京地裁平成 24 年 10 月 11 日判決及びその控訴審の東京高裁平成 25

年 5 月 29 日判決では、上記の適用除外要件のうち②の実体基準と③の管理支配基準が

争点となりました。 

 

Ⅲ.  東京地裁平成 24年 10 月 11 日判決、東京高裁平成 25 年 5 月 29 日

判決 

 

1. 事案の概要 

A 社はシンガポールに本店を有する会社で、発行済株式総数 7800 株のうち、7799 株（約

99.99%）は日本の居住者である X（原告）が保有し、残りの 1 株（約 0.01%）はシンガ

ポールの居住者である Sが保有しており、Xと Sの 2名が A 社の取締役に就任していま

した。A社は精密機械部品を取り扱っており、シンガポールやその近隣国の日系企業か

ら受注を得て、Xが取締役を務める日本の B 社及びその関連会社である C社に発注し、

完成した製品を顧客に納入していました。また、A 社は、S がマネージングディレクタ

ーを務めるシンガポール設立の D社との間で業務委託契約を締結し、A社の周辺事務業

務等を D社に委託していました（但し、周辺事務業務以外の委託業務の有無・内容につ

いては以下のとおり Xと被告（国）の間で争いがありました）。 

課税庁は、X に対してタックス・ヘイブン対策税制を適用し、特定外国子会社等であ

る A 社の所得を X の雑所得の総収入金額に算入し、更正処分及び過少申告加算税賦課決
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定処分を行いました。そこで、X は所定の不服申立手続を経たうえで本件訴訟を提起し

ました。 

本件訴訟では、A社が特定外国子会社等に該当することに争いはなく、A社が実体基準

と管理支配基準を満たしているか（その結果 A 社が適用除外要件を充足することとなる

か）が争点となりました。 

 

 

 

2. 裁判所の判断 

第一審の東京地裁は、A 社は実体基準及び管理支配基準を満たし、よって適用除外要

件を全て充足するため、A社につきタックス・ヘイブン対策税制は適用されないとして

X の請求を認容しました。 

被告である国は控訴しましたが、控訴審の東京高裁も東京地裁の判断を踏襲し、A 社

は実体基準及び管理支配基準を満たしていると判断しました（控訴棄却）。なお、控訴

審判決に対する上告・上告受理申立てはなされておらず、本件は確定しております。 

(1) 適用除外要件の主張・立証責任 

東京地裁は、実体基準及び管理支配基準の検討に先立ち、タックス・ヘイブン対策税

制の適用除外要件の主張・立証責任について言及し、課税庁の属する被告（国）が適用

除外要件の主張・立証責任を負うと判断しました。東京高裁も東京地裁の判断を支持し

ました。 

(2) 実体基準 

東京地裁は、実体基準は、物的な側面から特定外国子会社等の独立企業としての必要

条件を明らかにしたものであるから、「固定施設を有している」というためには、賃借

権等の正当な権原に基づき固定施設を使用していれば足り、固定施設を自ら所有してい

る必要はないとし、また、固定施設が必要な規模を満たしているか否かは特定外国子会

社等の行う主たる事業の業種や形態に応じて判断されるべきである、という判断基準を

示しました。 
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そして、A 社は D 社からレンタルオフィススペースを賃借し、営業活動のために使用

していたこと、Sは D社内の S専用執務室で A社取締役としての職務を遂行していたこ

と、A社は倉庫を賃借していたこと等を認定した上で、A社が小規模な卸売業であり（取

引先が 10 社程度であり、売上高は日本円換算で約 7600 万円～1億 2000 万円程度）、滞

留在庫を長期間保管する必要がない業態であることからすると、これらの施設は、A社

の主たる事業である精密機械部品の卸売業を行うために十分な固定施設であるとして、

A 社は実体基準を満たしていると判断しました。 

この点、被告は、レンタルオフィススペースの賃借について、A 社と D 社の間の業務

委託契約書には賃借物件やその具体的な賃料について何ら定めがなく（のちに作成され

た契約書において初めて賃借に関する条項が設けられた）、A 社の会計帳簿上も D社に対

する賃借料の支払がなかったこと等に照らし、A社は当時 D社からオフィススペースを

賃借していなかった、と主張していました。しかし、東京地裁は、A 社と D社の間には、

A 社設立時に、①オフィススペースの賃貸借、②周辺業務（経理・総務・営業事務）の

業務委託、③営業担当者の派遣を内容とする業務委託契約が口頭で締結されており、A

社は当該業務委託契約に従ってこれらのサービス提供を受けており、またオフィススペ

ースの賃借料は業務委託報酬に含まれて支払われていたと認定した上で、業務委託契約

書は契約成立から 5年後に作成されたものであること等に照らすと、契約内容が正確に

記載されたものではない可能性が高いとして、被告の主張を退けました。 

東京高裁は上記の東京地裁の判断を支持しました。なお、被告は控訴審において、実

体基準を満たすためには、使用することができる場所や施設が特定され、排他的かつ独

占的にその施設等を継続的に使用できる権原を有すること等が必要であると主張しま

したが、東京高裁は、仮にこれらの要件が必要であるとしても、A社が実体基準を満た

していないとは認められないと判断しました。 

(3) 管理支配基準 

東京地裁は、管理支配基準は、機能的な側面から特定外国子会社等の独立企業として

の必要条件を明らかにしたものであるから、前提として事業を行うために必要な常勤役

員及び従業員が存在していることが必要であり、かつ、特定外国子会社等の意思決定及

び業務執行が親会社等から独立して行われていると認められるか否かについては、特定

外国子会社等の株主総会及び取締役会の開催、役員としての職務執行、会計帳簿の作成

及び保管等が行われている場所等を総合的に勘案することが必要である、という判断基

準を示しました。 

そして、S はシンガポール在住取締役として、各種届出等や税務申告、資金管理、営

業担当者に対する指揮監督、債権の回収等の業務を行っており、D社から派遣された営

業担当者は A社の取締役としての Sによる指揮監督を受けていたので、A社には常勤役

員及び従業員が存在したこと、A 社の株主総会はシンガポールで開催されたものと認め

られること、A 社の重要な意思決定に S が関与していたこと、A 社の会計帳簿は A 社取

締役としての Sの指示に基づき作成されていたこと等を認定した上で、A社はその本店

所在地国であるシンガポールにおいて、独立した法人としてその事業の管理・支配及び
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運営を自ら行っていたとして、管理支配基準を満たしていると判断しました。 

この点、被告は、Sは D社ほか 7 社の役員を兼務しており、A社から役員報酬を受領し

ていなかったから、A社には常勤役員が存在するとはいえないと主張していました。し

かし、東京地裁は、Xと Sの間で A社の経営が軌道に乗るまで Sは無報酬で業務にあた

る旨合意されていたこと、S が役員であった法人は、S が役員に就任しても責任が持て

ると考えた法人に限られており、無報酬の法人もあったこと、上記のとおり Sは A 社の

業務を現実に遂行していたことなどから、A社がシンガポールに常勤役員を置いていな

かったということはできない、として被告の主張を退けました。 

また被告は、D社から A社に派遣された営業担当者は、D社の社員として、A社と D 社

の業務委託契約に基づきA社の業務を遂行していたとみるべきであると主張していまし

たが、東京地裁は、従業員については、居住取締役の指揮監督を受けて実際に日常業務

を行う従業員が存在すれば足り、特定外国子会社等自らが直接雇用していることまでは

必要ではなく、親会社等以外の第三者から従業員の派遣を受けている場合を含むと述べ

た上で、D社から派遣された営業担当者は A 社の取締役としての Sの指揮監督を受けて

いたのであるから、被告の主張は採用できないと判断しました。 

さらに被告は、A社の意思決定権は Xが掌握しているから、A社の株主総会の意思決定

は Xが所在する場所において行われていたと解すべきであり、Xはシンガポールに滞在

していないので、A 社の株主総会の意思決定はシンガポールで行われていたと評価する

ことはできない、と主張していました。しかし、東京地裁は、招集及び開催手続がシン

ガポールにおいて行われ、2名の株主のうち Sが実際にシンガポールで参加し、その旨

の株主総会議事録も作成されているのであるから、A社の株主総会はシンガポールで開

催されたと認められると判断した上で、被告の主張は A社の大株主である Xの所在地を

過度に重視し、大株主の所在地と株主総会の開催地とを混同するものであって採用でき

ない、と判断しました。 

そして、東京高裁も上記の東京地裁の判断を支持しました。 

 

Ⅳ.  実務上の留意点 

 

1. 適用除外要件の主張・立証責任 

本件訴訟の各裁判所は、課税庁の属する被告側がタックス・ヘイブン対策税制の適用

除外要件を満たさないことにつき主張・立証する必要があると判断しました。もっとも、

本件においてこの主張・立証責任の所在がどの程度 Xに有利に働いたのかは、必ずしも

明らかではありません。実際には、主張・立証責任が被告にあるとしても、納税者とし

ては、適用除外要件を満たしていることを積極的に主張・立証していかざるをえないと

考えられます。 

また、主張・立証責任はあくまでも訴訟手続上の概念であり、税務調査において妥当

するものではないため、税務調査の段階ではなおのこと、課税庁に対して適用除外要件

を積極的に主張・立証する必要性が高いといえます。 
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よって、納税者としては、税務調査や訴訟等において適用除外要件の充足を主張・立

証できるよう、特定外国子会社等における業務状況等について十分に資料を整備してお

くことが重要といえます。なお、タックス・ヘイブン対策税制の適用除外の適用を受け

るためには、その適用がある旨を記載した書面を確定申告書に添付する必要があること

にも留意が必要です。 

 

2. 実体基準 

東京地裁は、公刊されている裁判例で初めて実体基準の判断基準について判示しまし

た。東京地裁が示した基準（賃借権等の正当な権原に基づき固定施設を使用していれば

足り、所有権に基づいて固定施設を使用している必要はない）は、実体基準の趣旨に照

らせば妥当な解釈であると思われます。 

また、本件各判決については、必要な固定施設の規模を特定外国子会社等の事業の業

種や形態に応じて判断するという枠組みを採用している点も注目されます。納税者が特

定外国子会社等の固定施設の規模を検討するにあたっては、本件各判決を十分に踏まえ

る必要があると考えられます。 

 

3. 管理支配基準 

東京地裁は、管理支配基準について、通達1や過去の裁判例（安宅木材事件2、ニコニ

コ堂事件3）と同じく総合勘案の手法を採用していますが、これらと異なる点は、管理

支配基準を満たすためには常勤役員及び従業員が存在していることが必要と判断した

点です（本件訴訟における被告の主張を受け入れたもの）。このうち、従業員について、

必ずしも特定外国子会社等が直接雇用している必要はないとした点は妥当といえます

が、そもそも、特定外国子会社等の事業規模によっては、役員のみで業務執行を十分に

行うことも可能と考えられるため、管理支配基準を満たすためには従業員が必要とした

点については疑問の残るところです。 

なお、東京地裁は、この常勤役員及び従業員の判断にあたり、現地で S や営業担当者

が A 社のために行っていた職務の内容を詳細に認定しています。東京地裁はこれらの事

実を主に Sや Xの尋問調書等の供述証拠から認定したように見受けられますが、納税者

としては、より証拠価値の高い客観的証拠（職務権限規程、業務日誌等）を普段から整

備しておくことが重要であるといえます。 

また、東京地裁は、株主総会について、招集及び開催手続がシンガポールにおいて行

われ、株主が実際にシンガポールで参加していることを重視して、A社の株主総会はシ

ンガポールで開催されたと認定しています。この点を踏まえると、例えば日本の会社法

                               

1 租税特別措置法関係通達（法人税編）66 の 6-16 

2 熊本地裁平成 12 年 7月 27 日判決・訴訟月報 47 巻 11 号 3431 頁 

3 東京地裁平成 2年 9月 19 日判決・訴訟月報 42 巻 12 号 3042 頁、東京高裁平成 8年 6月

19 日判決・税務訴訟資料 183 号 811 頁、最高裁平成 9 年 9 月 12 日判決・税務訴訟資料

228 号 565 頁 
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のように株主総会を開催せず書面で決議を行うことが認められている国であっても、管

理支配基準の観点からは、現地において招集・開催手続を行い、株主が実際に参加する

必要性が高いように思われます。 

 

4. 現地税務当局からの情報収集 

本件訴訟において、被告は、日本とシンガポールとの間の租税条約の情報交換の規定

に基づき、シンガポールの税務当局から収集した情報を証拠として提出しています。本

件では、事業年度が異なるなどの理由によりその多くは証拠価値がないと判断されたよ

うですが、近年、日本は軽課税国・地域を含む多くの諸外国・地域との間で情報交換協

定を締結するなど、外国からの情報収集に向けた整備を積極的に行っています。今後は、

日本の税務当局によるこれらの情報網の活用が活発になることを念頭に置いておく必

要があるといえます。 

 

以上 

 

 

 

セミナー情報 

 セミナー 『第 112 回ビジネスロー研究会「税務・法務担当者のための最新ポイン

ト～新税務調査手続・課税上の重点項目等～」』 

開催日時  2013 年 7 月 18 日(木) 14：00～16：00 

講師    大石 篤史、酒井 真、山田 彰宏 

主催    森･濱田松本法律事務所 

 

 セミナー 『最新動向を踏まえた消費税特措法対策セミナー」』 

開催日時  2013 年 9 月 6日(金) 14：00～16：00 

講師    伊藤 憲二、池田 毅、渥美 雅之、竹島 一彦 

主催    森･濱田松本法律事務所 

 

文献情報 

 論文  「緊急解説 消費税転嫁対策特措法」 

掲載誌 旬刊 経理情報 No.1351 

著者 伊藤 憲二 (共著)、池田 毅 (共著)、渥美 雅之 (共著) 

 

 講演録 「企業実務上留意すべき重要租税判決の解説」 

掲載誌 租税研究 第 764 号 

著者 小山 浩 
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 論文  「税務上の否認」 

掲載誌 『実務に効く M&A・組織再編判例精選 ジュリスト増刊〔初版〕』 2013 年

05 月刊 

著者 大石 篤史 

 

NEWS 

 Best Lawyers による、The Fourth Edition of Best Lawyers in Japan の Tax 分野

において、増田 晋が選ばれました。 

 
 Chambers Asia 2013 の Tax 分野において、当事務所は上位グループにランキング

され、大石 篤史が日本を代表する弁護士に選ばれました。 

 
 「Tax Directors Handbook 2013」において、当事務所は上位グループにランキン

グされ、大石 篤史及び小島 義博が取り上げられました。 

 

 当事務所は、福岡オフィスの開設を決定いたしましたので、お知らせいたします。

当事務所は、現在、西日本の案件につきましても東京オフィスでリーガル・サポー

トを提供しておりますが、クライアントの皆様からは現地オフィスによるサポート

を期待するとの声をいただいておりました。当事務所は、このようなクライアント

の皆様のご要望・ご期待にお応えするための最適な体制を構築すべく、今般、九州

の中心都市である福岡に新たな拠点を設けることを決定いたしました。 

福岡オフィスの開設については、2013 年 10 月 1日（火）を予定しております。 

※ 福岡オフィスの開設に際し、弁護士法人森・濱田松本法律事務所（仮称）の設

立を予定しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（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 


