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摘要 

経済協力開発機構（以下、OECD）は、2020年 2月 11日、「金融取引に関する移転価格ガイダンス」最終版（以下、「ガイ

ダンス」）を公表しました。2018年 7月 3日に OECDが公表していた未合意事項公開討議草案（以下、「公開草案」）に基

づき OECD 税源浸食と利益移転（以下、BEPS）プロジェクトの包摂的枠組（Inclusive Framework）の参加国間で「ガイダ

ンス」について最終合意に至り、金融取引に関する移転価格の分野において OECD 初の指針となりました。「ガイダンス」

は、OECDの BEPSプロジェクトに残されていた最後のテーマを完了するものとなり、「OECD移転価格ガイドライン」の第

10章に組み込まれることになります。 

「ガイダンス」の内容は非常に広範にわたり、市場でよくみられるグループ内の資金調達取引（貸付、キャッシュプーリン

グ、ヘッジ取引等）、担保およびキャプティブ保険等ついて、理論的な検討がなされています。また、「ガイダンス」は、世界

的によくある事例を参考にしつつ、各国税務機関、多国籍企業グループ及び税理士等専門家の税務コンプライアンス、

タックスプランニング、係争解決の業務に実務上の指針を提供しており、「ガイダンス」の公表は金融取引に関する移転価

格分野の発展に大きく寄与するものといえるでしょう。 

本稿では、「ガイダンス」の重要ポイントとなる章、および多国籍企業のグループ内金融取引に関する移転価格の考慮に

与えるであろう影響についてまとめます。 

詳細内容 

資金貸借取引 

資金の貸借は、多国籍企業において最もよくみられるグループ内の資金融通取引です。「ガイダンス」は、この種の金融取

引に関する移転価格の問題について、次のとおりその主な側面を整理し、明確な指針を示しています。 

取引の正確な描写（Accurate Delineation） 

関連者間融資のアレンジについて、「ガイダンス」は冒頭から、国際税収及び移転価格の分析において融資のアレンジが債

務の性質を有するのか、それとも資本の性質を有するのかを判定することが重要であると強調しています。すなわち、融資

のアレンジが債務の性質を有するか否かによって、利息の損金性が判定されることとなります。 
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「ガイダンス」によると、関連者間の融資取引の性質を判断するにあたって、そのアレンジの経済的実質、資金の貸手と

借手の権利と義務、および機能とリスクといった要素を全面的に分析しなければらないとしています（例えば、特定の返

済期日は設けられているか。借手は利払いの義務があるか。貸手は元利支払いの強制執行に係る権利を有するか。貸

手の賠償請求上の地位、財務上の承諾事項、および抵当権の設定状況。支払利息の出所。第三者金融機関に対する

借手の資金調達・債務返済能力。取得した資金がどの程度まで資本性資産の購入に用いられているか。資金使用者が

期日に借入金を返済できない、または返済期限の延長を求めるといった状況があるか等）。 

上記の指標以外にも、「ガイダンス」は、融資当事者双方によるビジネス上の合理的な選択、及びその属する業界が融

資の形態にもたらしうる影響も想定した上で、経済及び企業・製品のサイクル、政府による監督管理上の要求、特定業

界における業界基準等、幾つかの影響しうる要素を挙げています。 

従って、多国籍企業グループは、融資アレンジの形式と実質が整合するように注意する必要があります。中国から中国

国外に進出する多国籍企業グループの場合、一部の国・地域において現地の関連者間貸付取引に係る過少資本また

は債務能力分析のコンプライアンス上の要求や、対応する債権と持分の属性に関する争議にしばしば直面しています。

今後の海外での融資取引において、多国籍企業は、「ガイダンス」の関連する指針の枠組みを参考とし、関連する国・地

域の現地法令を踏まえた上で、関連者間の融資取引が債務の性質を有するものであるか否かを明確にし、相応の裏付

分析と証明文書を準備することで、移転価格および税務上のリスクを回避することができます。 

その他、多くの中国資本企業グループの場合、海外投資プラットフォームにおける投融資では、利便性の見地から往々

にして無利息取引で海外投資を実現しています（例えば、香港の投資プラットフォームでは、無利息取引で海外のプロ

ジェクト会社に資金を提供し、持分投資や債権投資を行っています）。注意すべき点として、これらの無利息取引は、形

式的には債務ではないものの、性質においてはやはり債務であると税務機関に判断されるリスクがあり、結果として、利

息収入の認定及びその課税に関する税務上の係争をもたらす可能性があります。その点、上記の投融資についても、

「ガイダンス」は融資に係る性質の判断および分析に対する参考として重要な意義を有します。多国籍企業グループに

おいては「ガイダンス」の関連する指針を参考とし、海外資金のアレンジを速やかに整理した上、必要な調整を行うようお

奨めします。また、現在の投融資における資金アレンジに係る性質を証明するため、その裏付の分析と文書化を実施さ

れるようお奨めします。 

関連者間貸借の合理的な利率の確定に係る重要な要素 – 借手の信用格付 

関連者間貸借取引の主な問題の一つは利率の確定で、借手の信用格付が主な考慮要素となります。「ガイダンス」によ

ると、一般公開市場では、多国籍企業グループの全体または親会社に対してのみ信用格付を行い、子会社に対して単

独で格付を行うことはありません。従って、具体的な貸借取引を評価するときは、借手となる会社について個別に信用格

付を分析する必要があります。 

「ガイダンス」は、信用格付の分析を行うときは、信用格付に影響しうる定量的要素と定性的要素を同時に考慮する必要

があるとしています。また、多国籍企業グループが関連者間貸借取引に係る価格設定を行うときは、借手の信用格付を

確定するプロセスを正確に記録しなければならないと強調しています。また、「ガイダンス」によると、多国籍企業グルー

プは、公開されている財務ツールや財務モデルを参考に信用格付の分析を行うことができるとし、ただし、それらのツー

ル及びモデルの限界を十分に考慮する必要があると指摘しています（例えば、パラメータ設定の正確性や、モデルの公

開、透明性の欠如等）。借手自身の要因以外にも、多国籍企業のグループ構成会社として得られるグループからの暗黙

的支援（Implicit Support）も信用格付に影響する可能性があります。「ガイダンス」は、企業がグループから得る暗黙的

支援の程度は、法的義務（規制上の要件等）、戦略的重要性、運営の統合度、潜在的な評判による影響等々、様々な要

素によって決まってくるとしています。 

「ガイダンス」はまた、多国籍企業グループの公開されている信用格付は、そのグループの子会社（特に、グループに

とって戦略的なレベルが高い融資先子会社）の信用格付に近似するものとして参考にできるとしています。この方法の

運用は、財務ツールによる個別的な信用格付分析に比べると、企業にとって関連者間貸借取引に係る移転価格コンプ

ライスの業務負担とコストが大幅に軽減される可能性があります。 

独立企業原則に準拠した貸借利率の確定方法 

「ガイダンス」は、関連者間貸借取引に係る様々な移転価格算定方法について、最もよくみられる独立価格批准法や、一

定の条件下で同様に使用を検討しうるその他の方法を列挙しています。 

独立価格批准法を適用する場合、グループ構成会社と独立第三者との間の類似の貸借アレンジ（即ち内部比較対象取

引）及び公開市場で流通する独立第三者間の外部融資取引、例えば債券、預金、転換社債および商業手形（即ち外部

比較対象取引）の使用を検討することができます。但し、具体的な状況に応じて比較可能性を調整する必要があります。
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こういった比較可能性の要素には、主として借手の信用格付、借入期間、通貨、弁済の優先順位と方式、抵当権の設定

状況および融資の目的等が含まれます。そのほか、「ガイダンス」ではさらに、融資に係る独立企業間価格の設定を検

討するときは、融資の手数料（もしあれば）、例えば、貸付取扱手数料や、未引出の融資枠に係る約定手数料等を考慮

しなければならない、としています。 

その他、「ガイダンス」は、移転価格算定方法で検討しうるその他のオプションも提示しています。例えば、資金コスト法

（Cost of Funds Approach、即ち貸手が貸付金の調達に要した資金コストにリスクプレミアム等を加味して金利を設定す

るアプローチ）や、信用不渡りスワップ（Credit Default Swaps）、その他の経済モデルによる分析等です。ただし、「ガイ

ダンス」は、銀行の信用状および意見書が、通常は独立企業間価格および条項・条件の証拠とはみなされないと明記し

ています。それらは、その資金に関する銀行の約定、あるいは既に実行された取引を示すものではないからです。 

関連者間貸借取引に係る価格設定では、多国籍企業は、具体的なアレンジの特徴と企業内外からのデータの入手可能

性に基づいて合理的な方法を選択することにより、独立企業原則に準拠した利率水準を達成することが可能となります。 

貸借当事者双方の観点から価格設定の合理性を評価 

注意すべき点として、「ガイダンス」は特に、貸借当事者双方の観点から、その取引に合理的な必要性があるか否かの

判断を行うことを強調しています。具体的には、貸手が借手に対して貸付金を提供すべきか否かを判断するとき、および

その貸付金の金額および価格設定条件を決定するにときには、貸手自らの観点で現実的に利用可能なその他の選択

肢（Options Realistically Available）も考慮しなければならないとしています。例えば、借手への資金貸付のほかに、貸

手にとってより一層リターン（見返り）の高いその他の投資方法があるか否か等です。同様に、借手の側も、自らの観点

で現実的に利用可能なその他の選択肢があるか否かを考慮する必要があります。例えば、借入条件の変更（抵当権・

担保権の設定、短期ローンのみで資金繰りの需要を満たす等）や、市場においてより一層有利な資金調達ルートを確保

できるか等です。つまり、関連者間貸借取引に係る価格設定は、取引の形式（現行の取引条項・条件等）のみに基づく

のではなく、取引の実質に関する分析も重視する必要があるということです。例えば、関連者間貸借取引における借手

の資産について、既存の融資アレンジでは質権が設定されていない場合を考えると、この取引の分析は、同じ状況で、

ある独立第三者が対外融資を行うとした場合、その資産に質権を設定することで利率の面でより一層の優遇を受けられ

るか否かといった点を考慮する必要があります。 

以上の観点は、クロスボーダーの資金アレンジにおいて、租税管轄地域によっては税務機関との間で融資額および金

利設定の合理性に係争が生じる可能性を反映したものでもあります（特に、貸借当事者双方の市場平均利率水準の差

異が大きい場合）。多国籍企業グループがクロスボーダーの貸借取引を行うときは、合理的な商業目的及び当事者双方

の所在地の市場における利率の公正性について挙証と根拠資料を準備することで、グループに関連する移転価格リス

クを管理するよう特に注意しなければなりません。 

機能・リスクの負担と統制 

関連者間貸借取引において、取引当事者双方が各自の権利・義務に対応する機能とリスクを負担するか否かも、取引

に係る価格設定に重要な影響を及ぼします。「ガイダンス」は、貸手が資金リスクを管理・統制する能力を有するか否か、

かつそれに関連する機能を行使するか否かが、取引で得られる経済的リターンの水準を判断する重要な考慮要素にな

ると明記しています。貸手がその資金リスクを管理・統制する上で担う機能としては、十分な資本金の確保、信用リスク

の評価、貸借に係る契約条項の設定および事後のリスク管理等が通常含まれます。「ガイダンス」はまた、もし資金の貸

手がこれらの資金管理およびリスク統制の能力を持たず、かつリスクを管理する機能を実際に履行していない場合には、

貸手が得るリターンは、無リスク収益（例えば、信用格付の高い国債利率は無リスク収益率として参考することが可能）

を上回ってはならないとしています。そのリターン（利息収入）の剰余部分は、実際に関連リスクの管理・統制機能を履行

する法人（例えば、グループ内で資金管理を担う法人）が得るべきものであるとしています。 

資金管理活動 

「ガイダンス」は、資金管理は多国籍企業グループにおける重要かつ複雑な機能であり、それぞれの多国籍企業グルー

プによって資金管理の方法も異なりうるとの認識を示しています。「ガイダンス」は、グループ資金管理モデルをさらに分

散型と集中型に区分しています。分散型のグループ資金管理モデルでは、グループ内の各法人が自己の金融取引活動

について自ら管理する権限を有しています。集中型のグループ資金管理モデルでは、グループの全ての金融取引活動

は、グループ内の特定の資金管理法人がこれを担い、グループ内のその他法人は各自の事業経営についてのみ責任

を負います。 

「ガイダンス」は、グループの資金管理機能としてよくあるものを次のように列挙しています。 
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 グループ内の資金の流動性を最適化すること 

 財務管理（投資の意思決定に関する戦略の策定、財務プランニング、財務リスクの管理等） 

 債権融資、持分融資 

グループの資金管理活動に関連する移転価格の問題を検討する上で、「ガイダンス」は、“取引を正確に描写すること”の

重要性を改めて強調しています。例えば、グループの資金管理機能が、支援的なサービスに偏っているならば、企業は、

サービス費の形で移転価格を設定するモデルを採用し、かつ「OECD 移転価格ガイドライン」第 7 章のグループ内役務

に関する一般指針を参照してこれを管理することが検討可能です。 

中国大陸及び香港の多国籍企業グループの多くは、集中型モデルによってグループ資金を管理しており、グループの親

会社又は特定の資金管理会社がグループの投融資戦略を策定し、かつグループ子会社へ流動性支援の提供を含む資

金管理機能を履行しています。多国籍企業グループとしては、「ガイダンス」にある資金管理機能に関する分析を参考と

して、グループ全体の資金管理機能とリスク負担の状況を整理し、かつグループレベルで資金管理に係る合理的な移転

価格の設定方針を策定することが可能です。 

キャッシュプーリング 

多国籍企業グループの資金調達需要が高まるにつれて、キャッシュプーリングの運用もますます広範になります。キャッ

シュプーリングは資金の集中管理を通じて多国籍企業グループのシナジー効果を実現し、グループ全体の資金コストの

節約を促進することができます。通常、独立第三者間で資金を共有することはないので、キャッシュプーリングに係る移

転価格の問題は一貫して多国籍企業グループが税務機関との間で直面する難しい問題でした。これについて、「ガイダ

ンス」は、次のとおり、幾つかの側面から指針を示しています。 

キャッシュプーリングの形式と実質 

一般的に、キャッシュプーリングは、物理的（physical）キャッシュプーリングと名目的（notional）キャッシュプーリングに

分かれます。物理的キャッシュプーリングでは、決済時に全参加者の銀行口座残高がキャッシュプーリングの主幹又は

資金需要者の銀行口座に集められます。これとは対照的に、名目的キャッシュプーリングの場合には、参加者の資金が

現実に移動することはなく、名目上で参加者の口座残高が集約されるにとどまります。 

その他の金融取引と同じように、「ガイダンス」は、キャッシュプーリングに係る移転価格の問題を分析する上では、“取引

を正確に描写すること”が重要なプロセスになると強調しています。状況によっては、多国籍企業グループがキャッシュ

プーリングの形式でグループ内資金を管理する場合でも、実際の取扱い上、キャッシュプーリングに長期の借方残高又

は貸方残高が生じるケースが想定されます。この場合、キャッシュプーリングの運用は、実質上、短期的な流動性管理

ではなく、長期の資金アレンジ（長期預金や長期貸付等）に近いものとなる可能性があり、ひいては、その性質に関する

判断を税務機関が改め、移転価格調整を行うリスクが考えられます。 

キャッシュプーリング主幹会社への対価 

キャッシュプーリング主幹会社への対価は、キャッシュプーリングの具体的な事実と状況、およびキャッシュプーリングの

運用において主幹会社が果たす機能、使用する資産および負担するリスクによって決定されます。 

「ガイダンス」は 2 つの事例を挙げて、各状況における主幹会社への潜在的対価の仕組みについて説明しています。具

体的には、キャッシュプーリングの主幹会社が調整役またはそれに類似した仲介役の機能を果たすにすぎない場合、主

幹会社はサービス提供者としての対価を得るにとどまるべきだとしています。一方で、もし主幹会社が複雑な資金管理

機能（投融資やリスクヘッジ等）を果たし、かつグループ内の融資活動の管理に関連するリスク（金利リスク、信用リスク、

流動性リスク及び通貨リスク等）を負担している場合、主幹会社が得る対価には、その機能とリスクが合理的に反映され

るべきだとしています（例えば、キャッシュプーリングの内外金利差の一部を報酬として得る等）。 

参加者間でのシナジー効果の配分 

「ガイダンス」は、キャッシュプーリングの参加者間におけるシナジー効果の配分について、通常これは、キャッシュプーリ

ング主幹会社への報酬を確定した後に行うもので、キャッシュプーリングの利率設定に伴って確定すべきものであるとし

ています。 

キャッシュプーリングのシナジー効果を参加者間で配分するにあたっては、キャッシュプーリングの具体的な事実状況お

よび各参加者の機能、資産およびリスクの状況によるものとされます。そのため、「ガイダンス」は、具体的な評価方法を

提示せず、キャッシュプーリングの利率を設定するときは、銀行とキャッシュプーリング主幹会社の間での具体的なアレ

ンジおよびキャッシュプーリング参加者にとって現実的に利用可能なその他の選択肢を考慮することを提案しています。
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ただし、「ガイダンス」では、キャッシュプーリングの参加者は通常、その利率について、キャッシュプーリングが無かった

場合に外部から貸付金・預金のアレンジを組む必要がある場合の利率よりも、キャッシュプーリングの利率の方が有利

であると想定するものと指摘しています。 

キャッシュプーリングにおける保証 

キャッシュプーリングによっては、銀行がキャッシュプーリングの全ての参加者に相互保証（Cross Guarantee）を要求し

てくる可能性があります。「ガイダンス」では、キャッシュプーリングにおける相互保証はキャッシュプーリングの参加者の

信用格付においてグループの暗黙的支援を上回る便益をもたらすことはないであろうとし、かつまた、各保証人はその

他の参加者から保証を受けることで利益を得ることにもなると指摘しています。従って、キャッシュプーリングにおける相

互保証において保証料の問題を考慮する必要はないかもしれないと指摘しています。 

キャッシュプーリングを実施する多国籍企業は、「ガイダンス」に基づき、現行のアレンジにおいて生じうる移転価格の問

題（例えばシステムが確立されていない場合の移転価格に係る利率設定方針や、利率設定方針が長期間にわたり更新

されない場合、キャッシュプーリング主幹会社が合理的な対価を得られない場合、及びキャッシュプーリングの形式で長

期貸付取引を行っている場合等）を積極的に見直し、「ガイダンス」の関連指針に基づき、かつ現地の法規を踏まえて、

必要な調整を適時に行うと同時に、十分な根拠資料を作成し、ひいてはグループの短期資金管理を最適化することで、

移転価格ポリシーのコンプライアンスを確保し、同時に、税務機関による調査にも備える必要があります。 

財務保証 

多国籍企業のグループ構成会社が資金調達を行うときには、しばしば財務保証が関わってきます。財務保証は通常、グ

ループ構成会社と第三者（銀行等）との間に発生するため、企業が関連者間取引の観点から財務保証を分析することは

ないかもしれません。しかし、実際には、財務保証における保証人は、保証を通じてより優位な与信条件をその関連者

に与えることとなり、ひいては関連者に経済的便益をもたらす可能性があります。従って、財務保証もその他の関連者間

金融取引と同様に、移転価格のアレンジに関する分析範囲に含める必要性があります。 

「ガイダンス」は、保証に関する取り決めの効力を定義する上で、法的拘束力を持たない承諾事項（Comfort Letter 等）

について、これが保証人に明確なリスクを負わせるものではないという点を考慮し、このような非正式的な承諾事項によ

る影響は、通常、被保証人のグループ構成会社としてのシナジー効果に起因するもので、保証料には関係しないであろ

うとの見解を示しています。 

たとえ法的拘束力を有する正式な保証であっても、被保証人が保証人に対して保証料を支払う必要性の有無は、被保

証人にとって経済的効果を得られるか否か、かつその効果が被保証人にとってグループから得られる暗黙的支援の便

益を上回るものであるか否かによって決まってきます。例えば、被保証人は、保証人の信用格付と資産状況が優れてい

ることによって便益を受ける可能性があり、ひいては第三者債権者から、より有利な債務・融資条件（利率の優遇等）を

得られる場合があります。より有利な利率を享受することができれば、被保証人は、保証人に対して合理的な保証料を

支払うべきものとなる可能性があります。また別のケースでは、財務保証による被保証人への影響が（利率には及ばず）

被保証人の借入能力や規模を増やすだけである場合について、「ガイダンス」は、上記の借入規模の増加部分を第三者

債権者から保証人に提供された貸付とみなし、かつ保証人がさらに持分資本の形式でこれを被保証人に提供することに

より、（関連者間の貸借取引ではなく）持分出資行為を構成するとみなすべきか否かを評価すべきとしています。 

「ガイダンス」は、保証料に係る移転価格算定方法として、独立価格批准法(CUP Method)、利率差分法（Yield 

Approach）、コスト法（Cost Approach）、予想損失評価法（Valuation of Expected Loss Approach）及び資本支持法

（Capital Support Method）といった幾つかのアプローチを提示しています。「ガイダンス」では、利率差分法（保証によっ

て生じる被保証人の資金調達コストの節約効果に基づく）による計算結果は、通常、被保証人が支払おうとする保証料

の最大値を表し、コスト法（保証の提供により保証人に見込まれる損失見積額に基づく）による計算結果は、保証人が受

け入れようとする保証料の最低値を表す、としています。最終的な合理的保証料の確定には、当事者間の独立企業原

則に基づく交渉によって達成しうる結果を考慮する必要があります。 

以上をまとめると、「ガイダンス」は、財務保証に該当する範囲を明確にし、かつ、それによって生じうる様々な影響につ

いて指針を提示しています。注意すべき点として、中国大陸および香港特別行政区の移転価格法規はいずれも、グルー

プ内の財務保証を関連者間取引とみなしています。香港税務局が発表した「香港税務条例解釈及び適用指針第 59号」

では特に、財務保証は関連者間取引に該当し、かつ独立企業原則に従って合理的に価格設定を行う必要があるとして

います。なお、中国大陸の税務機関は、企業の国内保証付き国外貸付アレンジにおける財務保証について、移転価格

調査及び調整を実施した事例があります。財務保証のアレンジを有する企業は、その移転価格上の影響を慎重に評価
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し、かつ「ガイダンス」で示された分析の枠組みを参考にしつつ、取引の具体的な状況を踏まえた上で、合理的な価格の

設定をどのように行うかを確定する必要があります。 

キャプティブ保険 

通常、キャプティブ保険とは、企業がグループ内に保険会社を設立し、グループのリスクを整理・管理させる一種の金融

取引のアレンジをいいます。キャプティブ保険は、他の金融取引に比べると、多国籍企業グループで見かけることは少な

いですが、「ガイダンス」ではこのようなアレンジについても系統的な移転価格分析の枠組みを提示しています。 

「ガイダンス」は、キャプティブ保険のアレンジを分析する前に、まず、取引の性質を正確に定義しなければならないとし

ています。即ち、そのアレンジは、本当の意味で保険アレンジであるとみなされるべきものなのか、それとも、タックスプラ

ンニング（例えば、一部の国・地域におけるキャプティブ保険のアレンジを対象とした租税上の優遇政策を利用すること

等）を目的とするものにすぎないのか、という点です。これについて「ガイダンス」は、税務機関および多国籍企業にとって

判断の一助となる幾つかの参考要素を提示しています。例えば、アレンジがリスクの分散（Diversification）あるいは集

約化（Pooling）を実現しているか、リスクの再編によって多国籍企業グループの資本ポジションが改善されているか、お

よびキャプティブ保険会社の果たす機能やリスク統制能力等です。 

キャプティブ保険のアレンジに係る移転価格の分析について、「ガイダンス」は、保険料および対応する再保険料のアレ

ンジに関する独立価格批准法および保険数理分析（Actuarial Analysis）の適用性について分析すると同時に、キャプ

ティブ保険会社の補償の仕組みについても評価方法の指針を提示しています。例えば、キャプティブ保険会社の経済的

リターンを評価する参考として合算率（Combined Ratio）と資本収益率（Return on Capital）による同業比較分析を提示

しています。 

多国籍企業への影響 

OECDは、2018年 7月 3日の「公開草案」公表から約 2年の年月を経て最終的に OECDの BEPS包摂的枠組参加

国間のコンセンサスを反映した「ガイダンス」を公表しました。これには、金融取引に関する移転価格問題の複雑さと、

OECDおよび BEPS包摂的枠組の各参加国のこれまでの努力が反映されています。「公開草案」に比べ、「ガイダンス」

は、金融取引に関する移転価格分析の問題について、より一層明瞭な説明がなされており、ひいては金融取引に関す

る移転価格ルールの現地での適用（例えば一部の国・地域では「OECD 移転価格ガイドライン」が現地の立法にそのま

ま盛り込まれています）および係争の解決に重要な基礎を提供しています。 

「ガイダンス」は必ずしも短期間のうちに中国の現行の移転価格法規に直接的な影響を生じるとは限りませんが、中国

が一貫して OECDの BEPSプロジェクトに積極的に参加してきた国であることを考慮すると、中国税務機関が将来的に

金融取引に関する移転価格問題について OECDの指針を積極的に運用し、かつ移転価格調査において金融取引に関

する移転価格問題について関心をさらに高める可能性はあります。そのほか、香港特別行政区は、アジアの金融取引

センターとして、立法を通じて、金融取引に関する移転価格の指針に「ガイダンス」を盛り込むことが予想されます。 

中国大陸から海外へ進出している多くの企業は、アジア太平洋地域（例えば、香港特別行政区やシンガポール）、あるい

は欧州（例えば、オランダ、ルクセンブルク等）にグループ海外事業の投融資・持分支配のためのプラットフォームを設立

し、かつ、それらのプラットフォームを通じて海外事業への資金支援と管理を行っているのが通常です。その過程で、企

業の金融取引に関するアレンジが、しばしば現地の税務機関から調査対象にされています。「ガイダンス」が発表された

ことを背景として、各国税務機関は金融取引に関する移転価格問題について関心をさらに高めるものと予想され、多国

籍企業は、国際金融取引に関する移転価格コンプライアンスについて、より一層高い要求に直面するでしょう。 

多国籍企業においては、グループの金融取引に関する移転価格の現在のアレンジを早期に整理した上、これをレビュー

し、かつ「ガイダンス」によってもたらされる影響を評価すると同時に、関連する国・地域の現行の移転価格法規を踏まえ、

必要な調整と文書化を進め、BEPS 影響下の世界的な租税体制の変革によってもたらされるリスクに対して十分に対応

されるようお奨めいたします。 
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摘要 

经济合作与发展组织（以下简称：经合组织）于 2020 年 2 月 11 日发布了关于金融交易转让定价指南的最终版本

（以下简称：《指南》）。《指南》基于此前由经合组织于 2018 年 7 月 3 日发布的非共识性征求意见稿（以下简

称：《指南讨论稿》）在经合组织税基侵蚀与利润转移（以下简称：BEPS）项目包容性框架（ Inclusive 

Framework）成员国之间最终达成共识，成为由经合组织发布的第一份针对金融交易转让定价领域的指引。《指

南》填补了经合组织 BEPS 项目的最后一块空白，并将被编入《经合组织转让定价指南》第十章。 

《指南》所涵盖的内容非常广泛，对市场上常见的集团内部资金融通交易（如资金借贷、资金池安排、对冲交

易）、担保和集团自保险等安排进行了理论探讨。同时《指南》也参考国际上典型的案例经验，为各国税务机关、

跨国集团及专业从业者的税务合规、筹划和争端解决工作提供了实务指南，可被视为金融交易转让定价领域发展的

里程碑。 

本文旨在总结《指南》的重点章节以及该指南可能对跨国集团内金融交易转让定价安排可能带来的影响。 

详细内容 

资金借贷交易 

资金借贷是最常见的跨国集团内部资金融通交易。《指南》针对此类金融交易的转让定价问题从以下几个主要方面进

行了梳理并给出了清晰的指引。 

对交易的准确界定（Accurate Delineation） 

对于关联融资安排，《指南》在开篇便强调了判定融资安排属于债务性质或是资本性质对跨国税收及转让定价分析的

重要性，即：融资安排是否属于债务性质从而形成可在税前抵扣的利息。 

在判断关联融资交易性质时，《指南》提出应全面地分析安排的经济实质、资金融出及融入方的权利义务和功能风险

因素，例如：资金安排是否存在固定的还款日期、资金融入方支付利息的义务、资金融出方强制执行支付本金和利息

的权利、资金融出方的索偿地位、财务约定事项和抵押、支付利息的来源、资金融入方向第三方金融机构的融资和偿

债能力、获得的资金多大程度上是用于购置资本性资产、资金使用方未能在到期日偿还贷款或寻求延期的情况等。 

除上述指标以外，《指南》也认可融资安排双方的合理商业选择及所处行业可能对其融资形式产生影响，并指出一些

可能的影响因素包括经济及企业/产品周期、政府监管要求、特定行业的行业标准等。 
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因此，跨国集团需要注意融资安排的形式与实质的统一。中国走出去的跨国集团在一些海外国家和地区经常会面

临当地针对关联贷款交易的资本弱化或债务能力分析的合规性要求，以及相应资金债权与股权属性上的争议。在

未来的海外融资交易中，跨国企业可以在参考《指南》的相关指引框架并结合相关国家和地区的当地法规进一步

明确关联融资交易是否为债务性质，并准备相应的支持性分析和证明文档来规避转让定价和税务风险。 

另外，许多中资集团的海外投资平台的投融资安排经常出于便利性考虑，通过无息往来款形式实现海外投资（例

如：中国香港的投资平台通过无息往来款形式提供资金予海外项目公司进行股权或债权投资）。需要注意的是，

虽然这些无息往来款安排在形式上可能并非是债务安排，但是仍然存在税务机关将其定性为债务安排的风险，从

而产生核定利息收入征税的税收争议。而《指南》针对融资安排定性的判断和分析方法对上述投融资安排同样具

有重要借鉴意义。我们建议跨国集团参考《指南》的相关指引，及时对海外资金安排进行梳理并做出必要的调整；

准备相应的支持性分析和文档以佐证现有投融资安排的资金安排属性。 

确定合理关联借贷利率的重要因素 - 借款方信用等级 

关联借贷交易的主要问题之一是利率的确定，而借款方的信用等级则是确定利率的主要考虑因素。《指南》指出

一般公开市场仅针对跨国集团整体或母公司给予信用评级，而不会对子公司单独评级；因此在评估具体借贷交易

时，需要对借款公司进行单独的信用等级分析。 

在进行信用等级分析时，《指南》提出需同时考量可能影响信用等级的定量因素和定性因素，并强调跨国集团在

为其关联借贷交易定价时，应准确记录其对借款方的信用等级确定的过程。《指南》还指出跨国集团可以参考公

开财务工具或模型进行信用等级分析，但亦要充分考虑这些工具和模型的局限性（例如参数设定的准确性、模型

缺少公开透明性等）。除了借款方自身的因素以外，其作为跨国集团的成员而可能获得的来自集团的隐性支持

（Implicit Support）也可能对其信用等级产生影响。《指南》认为，企业获得来自集团的隐性支持的程度取决于

诸多因素，包括法律义务（如监管要求）、战略重要性、运营整合度、潜在的声誉影响等等。 

《指南》亦提出可以借助跨国集团公开信用等级作为集团子公司信用等级的近似参考（特别对于集团而言战略等

级较高的借款子公司）。相较于借助财务工具进行单独的信用等级分析，该方法的运用可能会大幅减轻企业针对

其关联借贷交易的转让定价合规工作和成本。 

确定符合独立交易原则借贷利率的方法 

《指南》列举了针对关联借贷交易的多种转让定价方法，包括最常见的可比非受控价格法，以及在特定条件下同

样可以考虑使用的其他定价方法。 

在运用可比非受控法时，可以考虑使用集团成员与独立第三方的类似借贷安排（即内部可比交易）及公开市场上

流通的独立第三方之间的外部融资交易，比如债券、存款、可转换债券和商业票据（即外部可比交易），但需要

根据具体情况进行可比性调整。这些可比性因素主要包括：借款方的信用等级、借款期限、币种、还款优先等级、

还款方式、抵押担保和贷款目的等。此外，《指南》还提出在考虑符合独立交易原则的贷款定价时，应考虑贷款

的手续费（如果存在），例如贷款安排费和未提取贷款的承诺费。 

除此以外，《指南》也提出了其他可考虑的定价方法选择，例如资金成本法（即补偿贷出方的融资成本及其回

报），或使用信用违约掉期（Credit Default Swaps）和其他经济模型进行分析等。然而，《指南》明确指出银行

信函和意见书通常不应被视为独立交易价格和条款及条件的证据，因为它们不代表银行的资金承诺或已执行的交

易。 

在进行关联借贷交易定价时，跨国企业可根据具体安排的特点和内外部数据的可获取性来选择合理的方法，以达

成符合独立交易原则的利率定价水平。 

从借贷双方的角度来评估交易定价的合理性 

值得注意的是，《指南》特别强调了从借贷双方的角度分别判断融资交易是否合理的必要性。具体而言，贷出方

在决定是否应该为借款方提供贷款以及应提供贷款的金额和定价条款时，亦应从自身角度考虑其他现实可行选项

（Options Realistically Available）。例如，除了提供贷款给借款方以外，贷出方是否有其他的更优回报的资金投

资方式。同理，借款方也需要从其自身角度考虑是否存在其他现实可行选项，例如通过改变借款条件（如：提供

抵押、担保或仅进行短期贷款以满足流动性要求等）或从市场上获得更加优惠的资金融入渠道。这就意味着，关

联借贷交易的定价不能仅基于交易的形式（如：现有的交易条款与条件），还应注重对交易实质的分析。举例来

说，如果关联借贷交易中的借款方的资产并没有在其已有的融资安排中被质押，那么针对该交易的分析需要考虑

在相同情况下一个独立第三方在对外融资时是否会将其资产进行质押，从而得到更优惠的利率。 
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以上观点也反映了跨境资金安排中，不同税收辖区税务机关对于借贷安排金额和利息定价合理性的争议（特别在

借贷双发市场的平均利率水平相差较大的情况下）。跨国集团在进行跨境借贷交易时，应特别注意对于合理商业

目的和从借贷双方所在当地市场利率公允性举证和文档支持准备，以管理集团相关转让定价风险。 

功能风险的承担和控制 

在关联借贷交易中，借贷双方是否承担与各自权利义务相符合的职能和风险亦会对借贷交易的定价安排产生重要

影响。《指南》特别提出，资金贷出方是否拥有管控资金风险的能力并行使相关职能是判断其获得经济回报水平

的重要考虑因素。资金贷出方为了管控其资金风险所承担的功能通常包括保留充足的资本金、评估信贷风险、设

定借贷合同条款以及后续的风险监控管理等。《指南》还提出，如果资金贷出方不具备这些管理资金和控制相关

风险的能力，同时亦无实际履行管理风险的职能，那么资金贷出方应获得的回报不应该超过无风险收益（比如，

可以参考高信用等级政府发行的债券利率作为无风险收益）。而利息收入回报中的剩余部分应由实际履行相关风

险管控职能的实体来获得（例如：集团中负责管理资金的实体）。 

资金管理活动 

《指南》认为资金管理是跨国集团一项重要且复杂的职能，并且不同的跨国集团可能有不同的资金管理方式。

《指南》进一步区分了分散型与集中型的集团资金管理模式。在分散型的集团资金管理模式下，集团内的每个实

体都对自己的金融交易活动拥有自主权。在集中型的集团资金管理模式下，集团全部的金融交易活动都由集团专

职的资金管理实体负责，而集团内的其他实体只负责经营各自的业务。 

《指南》中列举了一些常见的集团资金管理职能，包括： 

 优化集团内部的资金流动性； 

 财务管理（比如制定与投资决策相关的战略、财务筹划、财务风险管理等）； 

 进行债权和股权融资。 

在衡量与集团资金管理活动相关的转让定价问题时，《指南》再次强调了“对交易的准确界定”的重要性。例如：如

果集团的资金管理职能更偏向支持性服务，那么企业可以考虑采用服务费的转让定价安排模式，并且参照《经合

组织转让定价指南》第七章中关于集团内服务的一般性指引进行管理。 

许多中国大陆和香港的跨国集团都采取集中化模式来管理集团的资金，由集团母公司或者专职的资金管理公司制

定集团的投融资策略，并履行包括为集团子公司提供流动性支持在内的资金管理职能。跨国集团可参考《指南》

中针对资金管理职能的分析，来梳理集团整体的资金管理职能和风险承担状况，并在集团层面制定针对资金管理

的合理的转让定价政策。 

资金池 

随着跨国集团资金调拨需求的更加频繁，资金池的运用越来越广泛，它能通过集中管理资金，帮助跨国集团实现

协同效应，节省集团整体资金成本。由于独立第三方之间通常不会共享资金，资金池的转让定价问题一直以来都

是跨国集团和税务机关面临的难题。对此，《指南》给出了以下几方面的指引。 

资金池的形式与实质 

资金池一般分为实体资金池和名义资金池。实体资金池安排中，所有参与方在结算时的银行账户余额会被汇总到

资金池牵头方或资金需求方的银行账户。而与之相对的名义资金池则不涉及参与方的实体现金清零，而仅在名义

上将参与方的账户余额进行汇总。 

同其他金融交易一样，《指南》强调了“对交易的准确界定”是分析资金池转让定价问题的关键环节。在某些情况下，

跨国集团通过资金池的形式管理集团内部资金，但是在实际操作中资金池可能存在一些较长期的借方或贷方余额。

此时，资金池的运作实质上可能更接近长期的资金安排（如长期存款或者贷款），而并非短期的流动性管理工具，

从而产生被税务机关重新定性和进行转让定价调整的风险。 

对资金池牵头方的补偿 

对资金池牵头方的补偿取决资金池的具体事实和情况，以及牵头方在资金池运作中所履行的职能、使用的资产和

承担的风险。 

《指南》通过两个示例进一步介绍了在不同情况下针对资金池牵头方的潜在补偿机制。具体而言，如果资金池的

牵头方仅履行协调或者类似中介的职能，其应当仅获得服务提供商的回报。而如果资金池的牵头方执行了复杂的

资金管理职能（比如投融资及进行风险对冲等），并承担与管理集团内融资活动相关的风险（比如利率风险、信
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用风险、流动性风险及货币风险等），则其获得的回报应合理反映其功能和风险（比如获得一部分资金池外部和

内部的利差）。 

协同效应在参与方之间的分配 

《指南》指出，对于协同效应在资金池参与方之间的分配，通常应在确定对资金池牵头方的补偿之后进行，随着

资金池利率的设定而确定。 

资金池的协同效应在参与方之间的分配取决于资金池的具体事实和情况以及各个参与方的职能、资产和风险状况。

因此，《指南》并未提供任何具体的评估方法，而是建议在设定资金池利率时考虑银行与资金池牵头方之间的具

体安排以及资金池参与方所可获得的其他现实可行选项。但是，《指南》指出，资金池参与方通常会预期资金池

提供的利率应比没有资金池安排而需要从外部寻求存贷款安排时的利率更加优惠。 

资金池的担保 

在一些资金池安排中，银行可能要求资金池的所有参与方提供交叉担保（Cross Guarantee）。《指南》指出，资

金池的交叉担保可能并不会给资金池的参与方的信用等级带来超过集团隐性支持的收益，同时各担保提供方亦会

受到来自其他参与方的担保从而获得利益。因此资金池交叉担保可能并不需要考虑担保费问题。 

实施资金池的跨国企业应根据《指南》积极审视现有安排所可能存在的转让定价问题（比如未建立系统的转让定

价利息率政策、长时间未对利息政策进行更新、资金池牵头方未能获得合理回报以及以资金池的形式进行长期借

贷交易等），根据《指南》中的相关指引并结合地方法规及时做出必要的调整，同时准备充分的支持性文档，从

而在优化集团短期资金管理的基础上保证转让定价政策的合规性，同时为应对税务机关的审查做好准备。 

财务担保 

跨国集团成员融资时，经常会涉及财务担保。由于财务担保通常发生在集团成员与第三方（比如银行）之间，所

以企业可能并不会从关联交易的角度分析财务担保。实际上，财务担保中的担保方通过提供担保从而令其关联方

获得更优的信贷条款，进而可能会为关联方带来经济效益，因此财务担保应像其他金融关联交易一样，纳入转让

定价安排的分析范围。 

在界定担保安排的效力时，《指南》认为，考虑到任何不具有法律约束力的承诺（例如资信证明函 / Comfort 

Letter）都不会使得担保人承担明确的风险，由此类非正式承诺产生何影响通常可能归因于被担保方作为集团成员

的协同效应，而不涉及担保费问题。 

即使针对具有法律约束力的正式担保，被担保方是否需要向担保方支付担保费取决于前者是否获得了经济效益，

且该效益是否超越了被担保方从集团获得的隐性支持的收益。例如，在某些情况下，被担保方可能受益于担保方

更优的信用等级和资产状况，从而可以从第三方债权方获得更好的债务融资条款（如利率优惠）。由于被担保方

的获得了更优惠的利率条件，那么被担保方可能应向担保方支付合理的担保费。另一种情况下，如果财务担保对

被担保方的影响仅为增加后者的举债能力或规模（而不涉及利率的影响），《指南》建议应评估是否应该将上述

举债规模增加的部分视为由第三方债权人提供给担保方的贷款并由担保方进一步以权益资本的形式提供给被担保

方，从而构成股权行为而不涉及关联借贷交易。 

《指南》提供了几种确定担保费的转让定价方法，包括：可比非受控价格法、利差法（Yield Approach）、成本法、

预期损失估值法（Valuation of Expected Loss Approach）及资本支持法（Capital Support Method）。《指南》

指出，使用利差法（基于由担保产生的被担保方融资成本节约的效果）的计算结果通常代表被担保方愿意支付的

担保费的最大值，而使用成本法（基于对担保方提供担保的预期损失的估算）的计算结果则代表担保方愿意接受

的担保费的最低值。而最终合理的担保费的确定需要考虑双方基于独立交易原则谈判后可能达成的结果。 

综上所述，《指南》明确了财务担保的涵盖范围，并对其可能产生的不同影响提供了指引。需要注意的是，中国

大陆和香港特别行政区的转让定价法规都将集团内部财务担保视为关联交易。香港税务局发布的香港税务条例释

义及执行指引第 59 号特别提出财务担保属于关联交易的范畴并需要按照独立交易原则进行合理定价安排。另外，

中国大陆税务机关也有针对企业内保外贷安排中涉及的财务担保进行转让定价调查和调整的案例。如果企业存在

财务担保的安排，应审慎评估其转让定价影响并参考《指南》提出的分析框架；同时结合交易的具体事实情况确

定如何应制定合理的定价安排。 

自保险 

自保险通常是指跨国集团通过设立自保险公司来整合和管理集团风险的一种金融交易安排。虽然自保险比起其他

类型的金融交易在跨国集团内部更为少见，但是《指南》也为该种交易安排提供了系统性的转让定价分析框架。 
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《指南》指出，在分析自保险安排前首先应对交易性质进行准确界定，即相关安排是否应被视为真正意义上的保

险安排亦或仅出于税务筹划的目的（例如：利用一些国家或地区针对自保险安排的税收优惠政策）。对此，《指

南》给出了一些参考因素以帮助税务机关以及跨国企业做出判断，例如：自保险安排是否实现了风险分散

（Diversification）或汇集（Pooling）、风险重组是否使得跨国集团实体的资本状况得到改善、自保险公司的功能

承担和风险控制能力等。 

针对自保险安排的转让定价分析，《指南》分析了可比非受控价格法和精算分析法（Actuarial Analysis）对自保

费及相应再保费安排的适用性，同时也对自保公司的补偿机制给出了评估方法指引。例如，通过对综合赔付率

（Combined Ratio）和资本回报率（Return on Capital）进行同行业可比分析，为自保保险公司的经济回报提供

参考。 

对跨国企业的影响 

经合组织于 2018 年 7 月 3 日发布《指南讨论稿》后，时隔近两年才最终发布反映经合组织 BEPS 项目包容性框

架成员国共识的《指南》。这体现了金融交易转让定价问题的复杂程度，以及经合组织和 BEPS 项目包容性框架

各成员国为此所做出的努力。相对于《指南讨论稿》，《指南》对金融交易转让定价分析中存在的问题作出了更

为清晰的阐述，从而为金融交易转让定价规则的本地应用（比如某些国家与地区直接将《经合组织转让定价指南》

纳入本地立法）和争端解决提供了重要基础。 

虽然《指南》在短期内并不一定会对中国现有的转让定价法规产生直接影响，但是考虑到中国始终是经合组织

BEPS 项目的积极参与方，中国税务机关未来可能会积极落实经合组织针对金融交易转让定价问题的指引，并在

转让定价调查中更多地关注到金融交易转让定价问题。此外，我们预计香港特别行政区作为亚洲金融交易的中心，

也将通过立法的形式，引入《指南》对于金融交易转让定价的相关指引。 

许多中国大陆走出去的企业，通常会在亚太区（比如：香港特别行政区或新加坡）或欧洲（比如：荷兰、卢森堡

等）设立集团的海外业务投融资控股平台，并通过这些平台为其海外业务提供资金支持和管理。在该过程中，企

业的金融交易安排经常会遇到当地税务机关的挑战。可以预见，在《指南》出台的背景下，各国税务机关对金融

交易转让定价问题的关注度会进一步提高，这无疑将对跨国企业的跨国金融交易的转让定价的合规性提出更高的

要求。 

我们建议跨国企业尽快梳理审阅集团现有的金融交易转让定价安排并评估《指南》对其产生的影响，同时结合相

关国家和地区的现有转让定价法规做出必要调整和文档支持，以充分应对 BEPS 影响下全球税收体系改变所带来

的风险。 
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与我们谈谈  
 

为了更深入讨论本刊物所提及的问题对您业务可带来的影响, 请联系普华永道中国转让定价服务团队： 

北部 

郁启生 

普华永道中国北方区转让定价主管合伙人 

+86 (10) 6533 3117  
qisheng.yu@cn.pwc.com 

闫明 

普华永道中国金融服务转让定价合伙人 

+86 (10) 6533 3638 
jason.m.yan@cn.pwc.com 

 

中部 

原遵华 

普华永道亚太区转让定价主管合伙人 

+86 (21) 2323 3495 
jeff.yuan@cn.pwc.com 

唐恩亮 

普华永道中国转让定价合伙人 

+86 (21) 2323 3756 
paul.tang@cn.pwc.com 

殷小丽 

普华永道中国金融服务转让定价

合伙人 

+86 (21) 2323 1108 
jessica.yin@cn.pwc.com 

南部 

李筱筠（Cecilia Lee） 

普华永道香港转让定价主管合伙人 

+852 2289 5690 
cecilia.sk.lee@hk.pwc.com 

麦浩麟 

普华永道中国大陆/香港金融服务转让

定价主管合伙人 

+852 2289 3503 
phillip.mak@hk.pwc.com 

Peter Brewin 

普华永道香港金融服务转让定价

合伙人 

+852 2289 3650 
p.brewin@hk.pwc.com 

 

项南  

普华永道香港金融服务转让定价合伙人 

+852 2289 5817 / +86 (755) 8261 8701 
alex.xiang@cn.pwc.com 

 
Ali Tse 

普华永道香港金融服务转让定价合伙人 

+852 2289 3508 
ali.mh.tse@hk.pwc.com 
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文中所称的中国指中国内地，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。 

本刊物中的信息仅供一般参考之用，而不可视为详尽的说明。相关法律的适用和影响可能因个案所涉的具体事实而有所不同。在有所举措前，请确

保向您的普华永道客户服务团队或其他税务顾问获取针对您具体情况的专业意见。本刊物中的内容是根据当日有效的法律及可获得的资料于 2020 年

2 月 18 日编制而成的。 

这份中国税务/商务新知由普华永道中国税收政策服务编制。普华永道中国税收政策服务是由富经验的税务专家所组成的团队。团队致力搜集、研究

并分析中国内地、香港地区和新加坡现有和演变中的税务及相关商务政策，目的是协助普华永道税务部专业人员提供更优质的服务，并通过与有关

的税务和其它政策机关、学院、工商业界、专业团体、及对我们的专业知识感兴趣的人士分享交流，以保持我们在税务专业知识领域的领导地位。 

如欲了解更多信息请联系： 

马龙 

电话: +86 (10) 6533 3103 

long.ma@cn.pwc.com 

有关最新商业问题的解决方案，欢迎浏览普华永道／罗兵咸永道之网页：http://www.pwccn.com 或 http://www.pwchk.com 
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