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チェコ移転価格税務調査の内実

本ニュース掲載情報は一般参考情報であり、
各情報につき総合的な分析はされておりませ
ん。個別事情につき何らかの判断をする場合
は、専門家にご相談ください。本ニュース掲
載情報に基づいた行為（不作為）につき、PwC 
は何ら責任を負いません。

はじめに

年末を迎えるにあたり、改めてこの一年は、税
務調査の話題に事欠かない年だったと思い返して
おります。業界を問わず、企業の皆様は、移転価
格（TP：Transfer Pricing）文書化を進められた一

方で、実際に税務調査対応に奔走された方々も相
当程度いらっしゃったのではないかと思います。

弊社の移転価格・税務訴訟対応チームへのご相
談案件数も増加していますが、近年の経験・知見
に基づき、移転価格税務調査官の視点、国税庁と
の定期ミーティングの中から得られた情報などを
シェアさせていただきたく思います。

税務当局による各種試み

2014年税務年度から「関連者間取引の概要」と

呼ばれる書類を、法人税申告書に添えて提出する
ことが要請されています。この報告書によって、
多国籍企業の事業構造が、税務官に分かり易く
なっている状況です。

また、当局は、税務調査先を効率的に選定する
ための情報収集活動を活発化させており（質問票
や現地調査）、納税者ごとの税務リスクレーティ

ングを行っています。
直近では、世界的なBEPSの動きも相まって、

チェコ国税庁は、継続的に移転価格調査を推進し
ていく方向性を明確にしています。

特別税務調査室（STO）が、全国的移転価格調査
の実行を発令

今年2月、STOはそのホームページで、多国籍企

業を対象として、移転価格の全国的調査を開始す
ることを発表しました。

調査活動の目的：
• チェコ国外への所得流出を防ぐ
• 外国親会社への不適切な所得分配を防止する

その後、事実、税務調査の波が押し寄せており、
2015年1月、2月には、特定業種の納税者（製造業、

サービス業、金融機関など）に対して、移転価格
のみに焦点を絞った調査を、従前には見られな
かった頻度で実施し始めています。
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調査対象会社の選定

調査対象会社は、当局の質問票や、その
他独自ルートで入手した情報の分析結果に
基づいて決定されています。調査対象に選
定される可能性の高い会社は：

• 多国籍企業グループに属する

• 関連者間取引の占める割合・種類が多
い

• 投資インセンティブ（免税）の権利を
有している

• 継続的に損失を計上している

• マネジメントフィーなど無形サービス
の対価を支払っている

• 事業・組織再編 / バリューチェーン
（価値連鎖構造）を再構成している

• 重要性の高い特殊な取引がある

• リスクが高いと考えられている市場・
事業環境に属す

• タックスヘイブンを利用している

• マネジメントサービスの対価やロイヤ
リティ料率の設定が不適切かもしれな
いとの疑念がある

• 借入金利子率が市場利子率と乖離して
いる、など

いまだ税務調査が入っていないものの、
思い当たる節のある会社は、周到に準備さ
れておくことをお勧めいたします。

一般的事項：

• 関連者間取引の内容、関連者の機能・
リスク

• 個々の事業活動内容の詳細な質問
• 重要な取引（質的・量的側面）
• 移転価格の決定方法
• 意思決定の方法

とくに製造工場の場合、加えて：

• 製造会社が行う商社的仕入・販売（ト
レーディング）取引について

• グループのために実施する生産活動関
連の取引について

マネジメントサービス、ロイヤリティなど
の無形サービス取引がある場合：

• 実際に提供/受領したサービスの内容
に関する情報

• サービスが、チェコ法人にとって本当
に便益をもたらしているか

• 企業間の費用付替えが、独立企業間原
則に従っているか

• 会社が実際に受けた便益の特定（収益
獲得への直接的貢献度、関連性の検
証）、等々

文書化に関する実務対応

チェコでは、移転価格の文書化は法的義務ではありません。しかし、文書化が完了す
る前に税務調査が開始されてしまうと、彼ら独自の長大な質問票を、非常に限られた時
間の中で（提出期限が設定される）、回答を作成せざるを得なくなります。非常に手間
のかかる作業となるだけでなく、移転価格設定が、本当のところ正しいのか否かを検証
する余裕もないため、結果的に、更正リスクの高い事態に陥りがちです。

また、文書が十分に具体性を有したものでなかったり、完全なものでない場合にも、
調査期間がより長期化する傾向にあり、質問量が飛躍的に増大します。

税務当局は、税務調査の過程で必要に応じて、独自のツールを用いた収益性ベンチ
マーク分析を実施することもあります。

税務調査時、もしくは、質問票を通じて問われる項目

経験上、特に以下の項目については、ほぼ間違いなく質問されると想定し、事前に回
答を用意されておくことが望まれます。
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チェコの税務調査に関する制度内容の再確認

• 税務当局は、調査対象の選定基準こそ公表し
ていませんが、国税庁の定める税務調査年度
計画の下、個々の税務署で認識された指摘内
容を勘案しつつ、納税者をリスク分類し、調
査先を決定しています

•- 年度計画：事業活動・環境自体が有するリ
スクに応じて策定（移転価格の切り口など）

•- 特定の指摘事項：各地域に所在する会社が
業とする事業活動に応じて選定

当局による調査計画

• 調査官が申告書の内容につき追加説明を求め
る依頼書を発行した場合は、会社側にその挙
証責任があります – 申告内容の正確性を証拠
資料とともに立証する義務があります

• 税務調査の継続期間に、期限は設定されてい
ません

調査内容と期間

• 納税申告時点からカウント開始

• 一般に時効年限は 3年。ただし延長されうる

• 時効が延長される場合：

• - すでに税務調査が開始されている。直近年度に修
正申告書が提出されている。法廷闘争中、刑事訴
訟係争中など

• - 税務上の繰越欠損金がある

• - 投資インセンティブの利用期間

• - 有形固定資産のファイナンスリース期間、など

税務調査の時効

• 税務申告書の提出遅延に対するペナルティ

•- 税額の0.05%、繰越欠損金額の0.01%

•- 最大 5% もしくは 300 000コルナ

• 遅延利息

•- チェコ中央銀行のレポ金利 + 14%

•- 計算期間は最大 5年

• ペナルティ

•- 20%（税額の増大もしくは損金額の減少）

•- 1%（欠損金額の減少）

• 刑事罰に問われることもある（例、脱税）

罰則
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チェコ税務当局からのメッセージ

ここ数年の税務調査経験からすると、当局は、OECDガイドラ

インに、より厳格に則った判断を下す傾向が見て取れます。また、
国税局が定期的に開催する関係者向けミーティングの中でも、再
三に渡り、OECDの考え方を遵守するよう指導しています。

移転価格調査の結果、よく見られる指摘・更正事項

• 「契約製造会社」の構造を有する会社が、損失を発生させて
いるとき。事業リスクが相対的に低い位置付けにも関わらず、
グループ政策などによって損失状態に陥っている会社

• 関係会社借入金の利息費用に関する指摘

• 実際に享受した便益以上の対価が支払われていたサービスに
関する価格修正（損金不算入）

• 実際には提供されていなかったと推定されたサービス（経営
管理、技術指導、仕入・販売活動の支援など）への対価の否
認（損金不算入）

• 合算分析アプローチの否定（判例：ある納税者は、取引毎で
はなく会社全体の収益性で経済分析していたが、敗訴）

投資優遇措置法の改正（2015年5月）

投資優遇措置を受けている納税者は、法人税免除の権利付与期
間中は、所得税法に規定される移転価格関連条項も遵守する必要
があります（関連者と不適正な価格で取引を行うことで、免税扱
いとなる課税所得を増加させてはならない）。この点、法改正に

より、たとえ移転価格に関する税務上の更正を受けたとしても、
問題が認められた税務年度のみの影響となり、全期間にわたって
遡及的に免税の権利（利用実績）が撤回されることはなくなりま
した。

他国の税務当局との情報交換

チェコ当局は税務調査の過程で、必要に応じて、他国の税務当
局と情報交換を行うケースがあります。関連者間取引の相手会社
が他国で作成している移転価格文書の組み立てとの整合性も考慮
しておくことが肝要です。
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