リインバースメント～税のジレンマ～
In brief
当社の税務・規制チームは、このほど「リインバースメント:税のジレンマ(英語版)」と題する報告書を
まとめました。

Reimbursements: Tax dilemmas explained
グローバル企業では、次のようにグループ内の A 社が B 社の費用などを立て替えたり、共通で生じた経
費を応分に負担したりといった取引が生じます。

IT コストを分配
• グループ内 B 社社員の出張経費（ホテル、交通費など）を A 社が立て替え
• 出向者給与のクロスチャージ
• 役務提供で生じた実費（Out of pocket expense）については実額で清算
• コスト（マークアップなし）での役務提供
• グループ全体で共通に生じた

このような取引では通常、利益が出ないため、課税の対象外としたい一方、当局側は課税対象と主張す
るケースが起きています。
当レポートは、このようなリインバースメントや類似する取引について、判例を引きつつ直接税（源泉
所得税、移転価格を含む）と間接税（サービス税、GST）の点から問題を検討しています。
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https://www.pwc.in/publications/2018/reimbursements-tax-dilemmas-explained.html
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