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塩野義製薬事件第一審判決 

（東京地裁令和 2 年 3 月 11 日判決） 
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Ⅱ. 事案の概要  

Ⅲ. 本判決の内容 

Ⅳ. 本判決を踏まえた実務上の留意点 

Ⅰ.  はじめに 

1. 概要

本ニュースレターでは、内国法人が外国法人に対して行ったケイマン法に基づく特

例リミテッドパートナーシップに係る持分の現物出資が適格現物出資（法人税法 2 条

12 号の 14）に当たらないことを理由として、東税務署長が行った各更正処分及び過

少申告加算税の賦課決定処分を取り消した東京地裁判決（いわゆる「塩野義製薬事件」、

東京地裁令和 2 年 3 月 11 日判決1。以下「本判決」といいます。）をご紹介します。 

なお、本判決は被告（国）が控訴し、現在事件は東京高裁第 22 民事部に係属して

います2。 

2. クロスボーダー取引における適格現物出資

法人税法上、現物出資による資産又は負債の移転は時価譲渡として取り扱われます

が、一定の要件を満たす現物出資は「適格現物出資」として、移転した資産又は負債

については、当該現物出資の直前の帳簿価額で譲渡したものとされ、譲渡損益の課税

が繰り延べられます（法人税法 62 条の 4）。ただし、内国法人から外国法人への国内

資産等の現物出資は、適格現物出資に該当しないこととされています（法人税法 2 条

12 号の 14、法人税法施行令 4 条の 3 第 10 項）3。 

1 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89446 
2 東京高等裁判所令和 2 年（行コ）第 89 号 
3 適格現物出資の詳細な説明については、TAX LAW NEWSLETTER 2016 年 9 月号（Vol.20）もご参照
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本判決では、この「国内資産等」の該当性が争点となりました。 

「国内資産等」とは（日本）国内にある不動産やその上に存する権利等、その他国

内にある事業所に属する資産（総発行済株式等の 25％以上を有する外国法人の株式

を除きます。）又は負債をいいます。ここで、どのように「国内にある事業所に属す

る」かを判定すれば良いかが問題となりますが、法人税基本通達では、原則として、

「当該資産又は負債が国内にある事業所又は国外にある事業所のいずれの事業所の

帳簿に記帳されているか」により判定するとされ、例外的に「国外にある事業所の帳

簿に記帳されている資産又は負債であっても、実質的に国内にある事業所において経

常的な管理が行われていたと認められる資産又は負債については」国内資産等に該当

するとされています（法人税基本通達 1-4-12。以下「本件通達」といいます。）。 

 

Ⅱ.  事案の概要 

 

1. 経緯4 

 

本判決は、原告らにより組成されたケイマンの特例リミテッド・パートナー法（以

下「ELPS 法」といいます。）に基づいて組成された特例リミテッドパートナーシッ

プ（以下「CILP」といいます。）の持分 49.99％（以下「本件 CILP 持分」といいます。）

の、原告の完全子会社（英国所在）に対する現物出資（以下「本件現物出資」といい

ます。）が、適格現物出資に該当するかが問題となった事案です。 

原告は、米国法人である GlaxoSmithKline plc（以下「GSK」といいます。）と、薬

品の開発・販売に関する合弁事業（以下「本件 JV」といいます。）を行うため、平成

13 年 9 月に JV 契約を締結しました（以下「本件 JV 契約」といいます。）。また同年

10 月には、原告及び GSK が LP（リミテッドパートナー）として、原告及び GSK そ

れぞれの完全子会社が GP（ジェネラルパートナー）としてパートナーシップ契約（以

下「本件パートナーシップ契約」といいます。）を締結し、これにより CILP が組成さ

れました。 

本件 JV 契約では、米国法人である Shionogi-ViiV Healthcare L.P.（以下「USOpCo」

といいます。）が、CILP より各パートナーからの出資金額の提供を受け、一定の地域

における化合物の開発、商業化活動及び製造・供給活動等を行うものとされました。

また、本件 JV 契約に基づき、原告は CILP との間で、CILP に対し、原告又はその関

係会社が保有する知的財産（本件 JV 契約が定めるところの特許、ノウハウ、商標、

著作権、秘密情報の使用開示制限権等）の使用及び実施を許諾する旨の契約を締結し、

GSK も CILP との間で同様の契約を締結しています。なお、当初本件 JV に投入した

開発品の開発は断念されましたが、平成 14 年、原告と GSK は本件 JV とは別に、あ

 
ください。 
4 以下の記載は、本判決、本裁決（Ⅲ2.（1）をご参照ください。）のほか、本件に関する平成 27 年 2 月

9 日付異議決定書（T&A Master 593 号 17 頁以下）に記載の事実を前提にしています。 
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る疾病の阻害薬に係る化合物の創薬に関する共同研究を開始し、平成 19 年には、そ

の成果として有望な化合物（以下「本化合物」といいます。）の物質探索に成功し、

その後、本化合物は本件 JV に移管され、以後、本件 JV 契約に基づいて臨床試験等

が実施されました（以下「本件開発活動」といいます。）。 

その後、GSK（LP）及び GSK の子会社（GP）が有していた CILP のパートナーシ

ップ持分（以下「CILP 持分」といいます。）は、平成 21 年に ViiV Healthcare Limited

（以下「ViiV」といいます。）及び ViiV 子会社にそれぞれ譲渡されました。さらに平

成 24 年には、原告がその完全子会社（英国所在）である Shionogi Limited（以下「SL」

といいます。）に対して、両者の間の現物出資契約（以下「本件現物出資契約」とい

います。）に基づき、本件現物出資を行い、その対価として同社の新株の割当てを受

け、また GP 持分も、原告の完全子会社（米国所在）から、SL に対して有償譲渡さ

れました。本件現物出資後における資本関係の概要は以下のとおりです5。 

 

（図表 1）本件現物出資後の資本関係（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 争点 

 

本件現物出資が適格現物出資に該当するか、すなわち、内国法人である原告が、外

国法人である SL に対して行った本件現物出資の対象資産が、上記Ⅰ2.のとおり、「国

 
5 本来の資本関係はより複雑ですが、紙幅の関係で、本ニュースレターにおける検討に必要な範囲での

み記載しております。 
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内資産等」に該当するかが主要な争点となりました6。その中でも特に当事者間で争

点となったのは、①「国内にある事業所に属する資産」（法人税法施行令 4 条の 3 第

10 項（改正前施行令 4 条の 3 第 9 項））の判断基準及び②本件現物出資の対象資産が

何であるかという点です。 

上記①及び②に関する当事者の主張の概要は、下記図表 2 のとおりです。 

 

（図表 2）当事者の主張（概要） 

 原告 被告 

①「国内にある事

業所に属する資

産」の判断基準 

事業用財産の経常的な管理を通

じて、その資産の価値を創造又は

増大させている事業所 

当該資産が記帳されている事業所 

（別の事業所で実質的に経常的な管

理が行われている場合はその事業

所） 

②本件現物出資

の対象資産 

本件 JV が行う事業を構成し、有

機的一体として機能するCILPの

事業用財産 

本件 CILP 持分それ自体（CILP の LP

たる地位に基づく各種権利義務の総

体） 

あてはめ 

事業用財産は米国の事業所で記

帳され経常的に管理されている 

∴国内資産等に該当しない 

CILP 持分は国内の事業所で記帳さ

れ経常的に管理されている 

∴国内資産等に該当する 

 

Ⅲ.  本判決の内容 

 

1. 判旨 

 

（1） ①「国内にある事業所に属する資産」の判断基準 

本判決はまず、適格現物出資から外国法人に対する国内資産等の現物出資が除か

れている趣旨について「国内にある含み益のある資産を外国法人に移転することで

その含み益に対する課税が行われなくなることを規制し、我が国の課税権を確保し

ようとする趣旨」であるとしています。その上で、「国内にある事業所に属する資産」

（法人税法施行令 4 条の 3 第 10 項）の判断基準を示した本件通達は、まず、その資

産の経常的な管理がどの事業所において行われていたかを判定し、その判定に当た

っては当該資産が当該事業所の帳簿に記帳されていたか否かを重要な考慮要素とし、

次いで、その判定の結果当該資産の経常的な管理が行われていたと認められる事業

所が国内にある事業所に当たるか否かを判定し、それが肯定された場合に「国内に

 
6 本件では、原告の従業員が、本件現物出資について税務当局に対し適格現物出資に該当するか書面に

より事前照会（本事前照会）を行ったところ、担当者は、適格現物出資に該当する旨を口頭で伝えてい

ます。この事前照会に反して行われた各更正処分が信義則の法理の適用により違法となるかについても

本件の争点となりましたが、審判所は、本事前照会において原告が説明した内容は、本件現物出資が適

格現物出資に該当するか否かの判定の基礎となす事実関係の枢要な部分について、客観的事実との間に

重大な相違があるものというべきとし、各更正処分が信義則に反するということはできないと判断しま

した。本判決でも原告により同じ主張がなされていますが、本判決はそれ以前に本件現物出資の適格現

物出資該当性を肯定したため、この点につき、特に判断されませんでした。 
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ある事業所に属する資産」に該当すると認める旨をいう趣旨に理解することが可能

であるが、この判断基準は上記法令の趣旨に鑑み合理性を有するとして、本件でも

この基準に沿って検討するのが合理的と判示しました。 

 

（2） ②本件現物出資の対象資産 

続いて本判決は、本件現物出資の対象資産について、ELPS 法や、本件パートナ

ーシップ契約において CILP 持分は譲渡可能な資産として位置付けられていること

及び本件現物出資契約においては、本件 CILP 持分が「本件リミテッドパートナーシ

ップ持分」と定義され、当該「本件リミテッドパートナーシップ持分」が現物出資

の対象資産とされていたことから、本件現物出資の対象資産は本件 CILP 持分である

と判示しました7。 

もっとも、CILP が日本の組合に類似した事業体であり、ELPS 法及び本件パート

ナーシップ契約においても、CILP の事業用財産の共有持分と切り離されたパートナ

ーとしての契約上の地位のみが他に移転することは想定されていないことは、株式

の移転とは根本的に異なり、本件現物出資の対象資産となった本件 CILP 持分の内実

は、CILP の事業用財産の共有持分とパートナーとしての契約上の地位とが不可分に

結合されたものと捉えられなければならないとしています。 

 

（3） あてはめ（経常的な管理が行われた事業所及び当該事業所の所在地） 

本判決は、上記（1）及び（2）を前提に、本件 CILP 持分を経常的な管理の対象

として捉える場合においても、個々の事業用財産と契約上の地位とが全て結合され

た 1 個の資産とみてその管理が行われていた事業所を特定すべきと判示しました。 

さらに本判決は、パートナーが CILP の事業に参加する目的は、その出資に由来す

る事業用財産の運用により利益を得ることであり、パートナーとしての契約上の地

位は、事業用財産の運用のための手段と位置付けられるため、CILP 持分の価値の源

泉は CILP の事業用財産の共有持分にあるということができ、CILP の事業用財産の

共有持分とパートナーとしての契約上の地位との関係は、前者を主とする主物と従

たる権利義務との関係に類似する関係にあるものと捉えることが可能であるとしま

した。その上で、本件 CILP 持分を 1 個の資産とみた場合のその経常的な管理が行

われていた事業所は、CILP の事業用財産、中でもその主要なものの経常的な管理が

行われていた事業所とみるのが相当であると判示しました。 

そして、本判決が認定した事実の下においては、CILP の事業用財産のうち主要な

ものの経常的な管理は、GSK／ViiV 側（GSK 及びその親子会社、ViiV 親会社、ViiV、

ViiV 子会社をいいます。）が米国その他の我が国以外の地域に有する事業所において

行われていたと判示しました。 

 

 
7 なお、本判決においては ELPS 法に基づくリミテッドパートナーシップは、法人税法上の法人には該

当しないことを前提にしているものと考えられます（名古屋高判平成 19 年 3 月 8 日税資 255 号順号

10647 においても、同様にケイマン LPS は法人に該当しないことが前提となっています。）。 
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（4） 結論 

以上から、本件 CILP 持分の主たる構成要素である CILP の事業用財産（の共有持

分）のうち主要なものの経常的な管理が国内にある事業所ではない事業所において

行われていたことから、本件 CILP 持分は「国内にある事業所に属する資産」には該

当せず、したがって、本件現物出資は適格現物出資に該当すると結論付けました。 

 

2. 分析 

 

（1） 本件現物出資の対象資産 

本判決の最も重要なポイントは、本件現物出資の対象資産を、CILP
．．．．

の事業用財産
．．．．．．

とは切り離された
．．．．．．．．

本件 CILP 持分自体ではなく、CILP
．．．．

の事業用財産の共有持分と
．．．．．．．．．．．．

パ
．

ートナー
．．．．

としての契約上の地位とが不可分に結合された
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

本件 CILP 持分であると捉

えた（原告及び被告のいずれとも異なる解釈を採用した）ことにあります8。 

本件現物出資の対象資産の考え方としては、下記①～④があり得ます9。 

① 本件 CILP 持分自体である（被告主張） 

② CILP の事業用財産（に対する原告の有する持分割合相当の持分権）である（原

告主張） 

③ CILPの事業用財産の共有持分とパートナーとしての契約上の地位とが不可分に

結合されたものである（本判決） 

④ 本件 CILP 持分が表象する本件開発活動に係る事業及びこれに関連する資産等

に対する原告の持分である（本判決に前置された国税不服審判所平成 28 年 2 月

23 日裁決（裁決集未掲載）（以下「本裁決」といいます。） 

①は本件 CILP 持分を事業用財産から独立した資産として見ているのに対し、②～

④は本件 CILP 持分を独立した資産とは捉えず、その背後にある事業用財産（に対す

る共有持分）に（も）着目する考え方です。本件通達の判断基準を前提とすると、

前者の考え方によれば、原則として本件 CILP 持分が記帳されている事業所がある国

の資産と評価されることになるのに対し、後者の考え方によれば（本件 CILP 持分が

記帳されている事業所だけでなく）事業用財産が記帳されている事業所も重要な考

慮要素となり得るため、現物出資の対象資産をどのように考えるかという論点は、

結論を左右する極めて重要なものといえます。そして、本判決は、CILP を規律する

 
8 なお本判決においては、CILP の事業用財産の所有権が誰に帰属するのかについて明確な判断は行われ

ないまま、当然にパートナーにおいて共有されるものと判断されていますが、本判決中において、組合

財産は GP がパートナーシップ契約の条件に従い、特例有限責任パートナーシップの資産として委託に

より保有し、又は保有しているものとみなされるものと認定されており、この認定からは、日本法にお

ける共有（合有）とは異なる権利関係であるようにも読み取れます。前記名古屋高判の事例では、ELPS

法に基づくパートナーシップは日本の組合と同様に扱われるものとしており、本判決も同様の理解に立

っている可能性もあります。 
9 法人税法上パススルーと扱われる組合において、組合を通じて生じた損益は、その構成員たる各組合

員において課税されますが、これはあくまで、税法上は当該損益の帰属が各組合員に帰属していると考

えるものであり、各組合員が、組合持分を経ずに資産負債を直接保有しているものと取り扱われるかは、

必ずしも明らかではありません（この点において信託における取扱いと異なります。（法人税法 12 条 1

項））。そのため、組合がパススルー課税であるからといって、必然的に、現物出資の対象資産が事業用

財産と捉えられるわけではないと考えられます。 
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法律や契約の規定から、CILP の事業用財産の共有持分と切り離されたパートナーと

しての契約上の地位のみが他に移転することが想定されていないことを根拠に、③

の結論を導いています。このことからは、法令上の当然の帰結とも思われますが、

取扱いの明確化のために、契約書においてパートナーとしての契約上の地位のみが

独立して移転されないことを明記しておくことにも一定の意味があると思われます。 

また、本判決（上記③）の考え方は、CILP が有する個々の事業用財産の持分ごと

に管理する事業所を判定するのではなく、パートナーとしての契約上の地位と不可

分に結合する 1 個の資産と評価することで、それらを全てまとめて、管理する事業

所について判定することができるとした点にも注目されます10。 

なお、本裁決（上記④）も本判決に比較的近い考え方を採用しているといえます

が、それにもかかわらず、本裁決は本件現物出資の対象資産が「国内にある事業所

に属する資産」であると結論付けており、本判決と本裁決とで結論が異なっていま

す。本裁決は、対象資産の中に本件開発活動に係る「事業」を含んでおり、本件開

発活動に係る意思決定及び業務遂行には原告の国内にある事業所に所属する役員及

び従業員が深く関与していたと認定し、その点も鑑みて原告の国内にある事業所に

おいて経常的な管理が行われていたと評価しています。つまり、対象資産として、

事業用財産よりも事業自体を重視していたことから、このような結論の差異が生じ

ていると考えられます。しかし、本判決の認定する前提事実によれば、特定の化合

物の開発、商業化活動及び製造・供給活動等といった活動は USOpCo が行うものと

されていることからすると、本件開発活動そのものは USOpCo の事業として行われ

ているものと考えられ、本裁決のように本件現物出資の対象資産の中に本件開発活

動に係る事業が含まれると解するのは、やや不自然であるように思われます。また、

本判決も、本件開発活動に係る意思決定等に関する事実は、いずれも裁判所の判決

理由に反映されていないことから、本件開発活動に係る事業（に対する持分）が対

象資産に含まれないことが前提となっていると考えられます。 

 

（2） 対象資産の「価値の源泉」 

本判決は、パートナーが CILP の事業に参加する目的に触れつつ、本件では CILP

の事業用財産の共有持分を「主」、パートナーとしての契約上の地位を「従」と捉え、

「主」である事業用財産のうち主要なものの経常的な管理を行っていた事業所がど

こに存在するかという点に着目しています。このような判断は、「CILP の事業に参

加する目的」を検討していることからも、あくまで本件に限った事例判断に見受け

られ、基本的には事案ごとに「価値の源泉」が何かを判断したうえで、その経常的

な管理を行っている事業所を判定する必要があると考えられます11。なお、こうした

「目的」は各パートナーごとに判断するのか、それとも組合全体で一律で判断する

 
10 岡村忠生「塩野義製薬事件判決の分析と意義（東京地判令和 2 年 3 月 11 日裁判所 HP）」国際税務 40

巻 6 号 49 頁、吉村政穂「パートナーシップ持分の移転と適格現物出資における「国内にある資産」の

意義―塩野義製薬事件」ジュリスト 1547 号 11 頁はこれを合理的な判断であると評価しています。 
11 前掲・注 10)吉村 11 頁においては、事案ごとの「価値の源泉」に応じていずれを重視するかを決定す

る判断枠組みであるとされています。 
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のか（場合によっては、あるパートナーについては事業用財産の共有持分が「主」

となり、他のパートナーについては契約上の地位が「主」となるような事態が生じ

得るのか）という点は、本判決からは必ずしも明らかではありません12。 

本件においては、CILP から特定化合物の開発の委託を受けた USOpCo が、原告

との間で、特定化合物に係る実際の開発活動に関する契約を締結することが関係契

約上認められていたことに加え、原告の知的財産権に対する開発、製造及び商品化

についての 2 次ライセンスの権利が CILP に供与されていること、原告が CILP から

委託を受けて国内において開発及び製造を行っていたことなどからすると13、原告は、

本来業務執行には関与しない LP であるとはいえ、CILP の事業に一定程度積極的に

関与していたという事情が伺えるため、このような結論になったものと推察されま

す。 

 

Ⅳ.  本判決を踏まえた実務上の留意点 

  

本件においては、以上のとおり、LP である原告による組合事業への積極的な関与が

あったのに対して、一般的な投資事業有限責任組合のように、LP が組合の業務執行に

は一切関わらず、GP の投資判断に基づき生じる投資収益にのみ関心を持っているよう

な場合には、「価値の源泉」は、事業用財産である投資対象財産の共有持分ではなく GP

による投資手腕そのものである、すなわち、パートナーとしての契約上の地位であると

される（その結果、LP が組合持分を記帳している事業所を基準に判断されることとな

る）余地もあるように思われます。ただし、本判決においては、CILP の事業用財産の

共有持分が「主」であるとする根拠として、原告が CILP の事業に一定程度関与してい

たという事実が直接挙げられているわけではないため、その点が判断に影響を及ぼすか

は定かではありません。いずれにせよ「価値の源泉」を事例ごとに判断する枠組みを採

用している以上、パートナーとしての契約上の地位が「価値の源泉」となる場合も存在

し得ることを本判決は示唆しているといえます。 

また、本判決では、本件 CILP 持分を 1 個の資産とみた場合のその経常的な管理が行

われていた事業所は、CILP の事業用財産、中でもその主要なものの経常的な管理が行

われていた事業所とみるのが相当と判示しています。これは、裏を返せば主要なもの以

外については経常的な管理が国内の事業所で行われていたとしてもまとめて国外資産

等として扱われる可能性があることになります。そうすると、単に外国法人への現物出

資として事業を譲渡する場合には、その事業用財産それぞれにつき国内資産等にあたる

 
12 本判決の判決理由中において「原告」ではなく「パートナー」の目的を検討しており、これが意図的

なものだとすれば、この目的の判断は組合全体で一律に判断されるべきものである、すなわちパートナ

ーそれぞれの持分の「価値の源泉」は基本的に全て同じになるとも考えられます。 
13 本判決においては、原告の事業への積極的な関与については認定されておりませんが、原告自身が主

張の中で「製薬会社においては、非臨床試験・臨床試験の実施や治験原薬の製造等を外部の医薬品開発

受託機関（CRO）や医薬品製造受託機関（CMO）に委託することはごく一般に行われているところ、

原告が CILP から委託を受けて国内において行っていた開発及び製造も、これらの CRO や CMO に相当

する業務を行っていたものと同様」と判示しているため、原告が CILP から委託を受けて開発及び製造

業務を行っていたという点については争いがないと思われます。 
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かを判断することとなるのに対して、これらを一旦組合に出資し、組合持分を譲渡する

形で事業を移転させることで、国内資産等に該当しないものとして、適格現物出資に該

当する結果となる可能性があります。本判決がこのような事案までも想定しているとは

思われませんが、いずれにしても、本判決の判断枠組みが上級審においても維持される

か注目されます。 

ところで、信託財産の場合には、法人税法上、受益者が信託財産に属する資産及び負

債を有するものとみなされるため（法人税法 12 条 1 項）、受益者が信託受益権を現物出

資するような場合には、「価値の源泉」を判断するまでもなく、信託財産が対象資産と

なると判断される可能性もあると思われます。本判決が、法形式の差異によって結論が

分かれ得ることまで想定しているかどうかは明らかではありませんが、法形式（組合か

信託か）の選択は必ずしも当事者の事業参加目的と結びつくわけではないことからする

と、事案によっては本判決の基準（本件通達の基準）とは異なる基準が採用される可能

性も十分に考えられます。 
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NEWS 

➢  asialaw Profiles による asialaw Leading Lawyers 2021 にて高い評価を得ました 

asialaw Profiles による asialaw Leading Lawyers 2021 にて、当事務所の弁護士

35 名が高い評価を得ました（日本オフィス 29 名、バンコクオフィス 6 名）。Tax

分野からは大石 篤史が選出されています。 

 

➢  asialaw Profiles による asialaw Profiles 2021 にて高い評価を得ました 

asialaw Profiles による asialaw Profiles 2021 にて、当事務所は Recommended 

firms として紹介され、Tax を含む 13 の分野で高い評価を得ました。また、当事

務所のバンコクオフィス（Chandler MHM Limited）およびヤンゴンオフィスも

Recommended firms として紹介され、各分野で高い評価を得ております。 
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