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法人税の是正
労働組合の要求 | 合算課税 
多国籍企業に単一の企業として課税する
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法人課税に関する多くの問
題の根源は、多国籍企業
が単一のグローバル企業

として課税されるのではなく、それ
ぞれがまるで別々の企業であるかの
ように互いに取引している複数の子
会社の集合体として課税されている
ことにあります。多国籍企業の子会
社が互いに独立して活動できるとは
誰も思っていないでしょうが、税務
上はそのように扱われているのです。
このような扱いの理由は、100年近
く前のごく少数の人々にしか理解で
きない国際的議論に遡ります。その
当時の多国籍企業は、現在よりも規
模が小さく、また、はるかに少数でし
た。

問題：多国籍企業は統一の取れて
いない税制度を巧みに利用

世界の取引の3分の1以上が多国籍
企業の内部で行われていると推定
されています。法人課税の基礎をな
す「独立企業原則」は、これらの取引
について、あたかも自由市場におけ
る独立した企業間の取引であるか
のように価格を設定することを要求
しています。

労働組合は、政府に以下の実施を
求めるべきです。

•	 多国籍企業に対し、その世界全体
での利益に基づく課税を開始する	

•	 他の政府と協力して、定式配分に
よる合算課税をまず地域のスタン
ダードとした後、グローバルスタン
ダードにする

キーポイント：

合算課税

多国籍企業に単一の
企業として課税する
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しかし現実には、独立企業原則はナンセンスにす
ぎません。多国籍企業は、子会社に対して強い支
配力を持っており、その子会社は自由市場ではと
うてい存在しそうにないものです。今日、多くの取
引には、ソフトウェアやブランドのような、どうして
も評価の難しい無形資産が関わっています。その
結果、多国籍企業が内部取引を操作して、最終的
に利益が実際に事業を行っている国ではなくタ
ックスヘイブンで発生するように仕組むことが可
能になっています。

多国籍企業は、資本や知的財産を海外のタック
スヘイブンや、最近増えているのが外国資本のた
めに特別な低課税制度を設けている国々に置く
ことによって、巨額の利益を海外に移転していま
す。そしてタックスヘイブン会社は、それらの資産
の使用料をグループの子会社に請求します。子会
社は、資産の使用料を損金算入することができ、
それによって納税額を大幅に削減する一方、支
払った使用料は結局、タックスヘイブンに行き着
きます。こうした慣行が非常に一般化しているた
め、タックスヘイブンは、多くの企業のグローバル
構造の中に組み込まれてしまっています。

独立企業原則という絵空事が現実に合致してい
るかのように見せかけるために、数え切れないほ
ど多くのルールやガイドラインが作成されてお
り、その一方では多額の報酬を受け取っている
税務専門家の業界が、この原則をうまく利用して
税を回避する方法を企業に助言しています。しか
し、巨大デジタル企業―サイバースペースを通じ
て商品を作り出して販売し、多くの国で最低限の
税金しか払っていない―の支配力が強まりつつ
あることは、独立企業原則が破綻していることを
いっそう明確にしています。

これまでの進捗

経済協力開発機構（OECD）の主導の下で2013年か
ら2016年にかけて行われた一連の改革は、多国籍企
業が真正な事業活動をほとんど行っていないタックス
ヘイブンで利益を計上することを難しくするはずでし
た。これらの改革は、「税源浸食と利益移転（BEPS）
」―課税逃れを表す専門用語―として知られていまし
た。BEPSは、タックスヘイブンを利用している多国籍
企業にある程度の影響を及ぼしているかもしれません
が、この改革によって課税逃れという非常に大きな世
界的問題の解決に近付いていることを示唆する証拠は
ありません。

OECD加盟国をはじめとする国々は現在、BEPSで対
処されなかったデジタル企業への課税という問題を対
象とする別の一連の改革に取り組んでいます。この議論
において、企業がそのサービスを販売する国々に物理
的な存在を一切持っていないオンラインビジネスの世
界では、独立企業原則がうまく機能しないという認識
が徐々に広がっています。一部の国は、このOECDの取
り組みに関係なく次の段階へと進んでおり、独自の特
別な売上税を導入しています。
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定式配分

この解決策は、政府が多国籍企業に、彼らの実体である
単一のグローバル企業として課税することです。これは
合算課税と呼ばれ、現在OECDが検討している選択肢
の一つです。ただし、OECDはこれを現在の体制に取っ
て代わるものとしてではなく、現体制に追加されるものと
して非常に限定的な形で考えています。合算課税を実際
に適用するにあたって用いられるのが、「定式配分」です。
この方法は、多国籍企業の利益を税務上、定式に基づい
てその企業が事業を行っているさまざまな国に配分しま
す。配分に使われる定式は、企業の売上がどこで発生し
ているか、従業員がどこにいるか、どのような物理的資産
と資源を利用しているかを考慮に入れて定められます。
各国は、多国籍企業の利益のうち自国に配分された部
分に課税します。

合算課税の長所は、多国籍企業が利益の生じる場所に
関係なく世界全体での利益について課税されるようにな
るため、多国籍企業内の取引―タックスヘイブンに利益
を送り込むように操作されていることが多い―が問題で
はなくなることです。定式配分の重要性は、資本やソフト
ウェアなどの無形資産とは異なり、企業の従業員、顧客、
物理的資産は、税ルールを悪用する目的で簡単に移動
させることはできないことにあります。

同時に、この選択はさまざまな
国に大きな影響を与える可能性
があります。例えば、人件費に重
きを置く定式は、輸出用の物品
を生産しているものの、それ自身
は大きな消費者市場ではない
発展途上国にとっては、売上を
ベースにした定式よりも有益と
なるでしょう。それゆえに、税制
度の変更に関する関する世界的
な議論が、発展途上国も含むあ
らゆる国が発言権を持つ場で開
催されることが重要です。BEPS
は、そのような場ではありません
でした。たしかに現在は、発展途
上国も交渉に参加する機会を与
えられていますが、真に包括的
であるというOECDの主張は、
彼らの関心事項がどの程度考
慮に入れられるかによって変わ
ってくるでしょう。

定式配分による合算課税は、各
国の投資誘致競争にストップを
かけることにはならないと思わ
れます。政府は引き続き、自国に
配分された利益に対する税金を
他国より低くすることによって、
多国籍企業にスタッフや物理的
資産を移転するように働きかけ
る可能性があります。少なくとも
税制優遇措置は、書類上の移転
だけでなく実際の雇用と投資の
移転に基づいたものになるでし
ょうが、各国が互いの税収を削
っているという現行の問題は残
ります。この問題に対処するに
は、すべての国が法人所得税の
最低実効税率導入することも必
要となります。この最低税率につ
いて、PSI、EPSU、欧州労働組
合連合は25％にすべきと考えて
います。

米国企業に定式配分を適用すると、「導管」としての

タックスヘイブンで計上される利益が減り、他の国で

計上される利益が増える

出所：IMF
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•	 多国籍企業に、別々の企業の集合体としてではなく単一のグローバル企業と
して課税することにより、多国籍企業が国際取引を利用して、国家の歳入と公
的サービスを犠牲に利益をタックスヘイブンに移すことを阻止することができ
ます。

•	 現状は、企業経営者が利益をタックスヘイブンに移した後、労働者には賃上げ
のための資金がないと主張することを容易にしています。

•	 合算課税に基づくグローバルな制度の方が公平であり、管理しやすく、歳入を
増大させる可能性が高くなります。

•	 合算課税の方が現状よりも、企業利益への労働者の貢献をより良く反映させ
ることができます。

なぜ合算課税が労働者にとって重要か



PUBLIC SERVICES INTERNATIONAL6

どのような行動が必要か？

合算課税は、多国籍企業が事業を行っているさまざまな国の間の協力と合意を必要とし
ます。欧州連合は、いわゆる共通連結法人税課税標準（CCCTB）の実現に向けた計画を
通じ、この方向でいくつかの措置を取っています。名前が示唆するように、CCCTBの狙い
は、欧州全体にわたる企業の課税標準を策定し、それに基づいて統一された方法で企業
に課税できるようにすることにあります。

しかし、CCCTB計画が実現すれば周辺諸国よりも低い税率を設定することが難しくなる
EU域内の低課税国の反対を受け、このブリーフィングの執筆時点で、CCCTB計画は一般
に頓挫していると見られています。

労働組合は、自国の政府に以下の実施を求めるべきです。

1. 多国籍企業に対し、企業利益の創出への労働者の貢献に正当な重きを置い
た定式に基づいて、単一のグローバル企業として課税する

2. 定式に用いられる要素に基づいた税競争が生じないようにするため、少なく
とも25％の最低実効税率によって合算課税を裏打ちする

合算課税への移行には時間がかかりま
すが、政府が取ることのできる過渡的な
措置がいくつかあります。多国籍企業が
事業を行っているそれぞれの国について
利益や納税額等の重要な財務データを
開示する開示国別報告書は、合算アプ
ローチの適用を容易にすると思われま
す。

各国政府はまた、OECDの現状のアプロ
ーチの一部ではあるものの、多国籍企業
の世界全体での利益を考慮することによ
って合算課税の方向に動いている2つの
移転価格評価方法をもっと活用すること
もできます。これらの方法は、利益分割法
と配分営業利益法と呼ばれるものです。
もう一つのアプローチは、代替ミニマム
法人税（テクニカルサマリー参照）におい
て定式配分を使用することです。

国際的な協力が必要であることと、O-
ECDがより深い改革を推進することに

消極的であることを考えると、各国
政府は、課税逃れと税競争に反対す
る世界的な租税条約の実現に取り
組むべきであり、その取り組みを監
督するのは、かかる役割にふさわし
いと万国が認める唯一の国際機関
である国際連合に置かれた国際的
な租税機関であるべきです。OECD
以外の中低所得国にも平等な発言
権を確保し、彼らの利害関係も考慮
に入れられるようにするためには、そ
のようなグローバルな機関が必要で
す。

25%
PSIが支持する法人所得税の

最低実効グローバル税率
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テクニカルサマリー

各国政府は、定式配分の導入を支持し、できる
限り幅広く適用すべきです。欧州連合の国々は、
共通連結法人税課税標準（CCCTB）について、
欧州議会が提案する方針―企業のデジタルプレ
ゼンスを含め、CCCTBが適用される閾値（しき
いち）を段階的に引き下げて、最終的には国境を
超えた取引を行うすべての企業を対象にする―
に沿って合意すべきです。

アフリカ連合などの他の地域機関は、EUで策定
が進められているCCCTBに沿って、売上、従業
員数、使用されている物理的資産と資源に基づ
く定式配分による地域CCCTBの導入を検討す
べきです。

長期的には、定式配分による合算課税が国際条
約に盛り込まれる必要があります。OECDの加
盟国は36カ国にすぎず、世界のすべての国を平
等に代表しているとはいえません。

地域と個々の国も、合算課税に向けた過渡的な
措置を考慮すべきです。こうした措置として、例え
ば以下が挙げられます。

	 その管轄下にある多国籍企業に、利益がどこ
で計上され、自社に貢献している有形要素が
どこに所在しているかについてはるかに詳し
い説明を提供する、開示国別報告書を義務付
けること。

	 移転価格の算定に、利益分割法と配分営業
利益法をもっと活用すること。両方ともOECD
が承認している方法ですが、多国籍企業の現
地の課税所得を、その世界全体での利益を参
照して計算します。

	 代替ミニマム法人税を導入すること。これは、
企業の世界全体での利益のうち自国に帰属
する部分として定式に基づいて計算され、既
存の法人税を補強する役割を果たします。

定式配分による合算課税をグローバルな規範と
して確立するためには、国際的な租税条約を策定
し、それによって少なくとも25％の最低実効法人
税率も定める必要があります。かかる租税条約に
は、税競争を抑制し、税務協力を促進し、貧困国
の関心事項にも豊かな国の関心事項と同じ重き
が置かれることを確実にする権限を与えられ、活
動に必要な資源を十分に備えた国連のグローバ
ル機関の支援が必要です。
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行動を起こす労働組合

南アフリカのマリカナプラチナ鉱山で、労働者
が賃上げを要求したところ、雇用主であるロン
ミンから、そのような要求は法外だと告げられ
ました。結果的に、この2012年のストライキ
で、30人以上の鉱山労働者が惨殺されました。

しかし2014年、マリカナ調査委員会（MCI）
は、調査員が南アフリカにあるロンミンの子会
社の財務諸表を閲覧することを許可しました。
一つの疑問点は、ストライキを起こした労働者
の要求が実際には、会社（交渉を拒否した）にと
って無理なく応じられるものだったのではない
かということでした。

部外秘とされていた財務諸表は、ロンミンの南
アフリカ子会社が毎年、平均1,600万ドルの「
販売手数料」をバミューダにある私書箱会社に
送金していたことを示していました。しかし、バ
ミューダには、販売担当者は一人もいませんで
した。これらの数百万ドルもの資金を受け取っ
ていた会社の住所は、アップルビーサービスと
いう、パラダイス文書事件の中心となった法律
事務所と全く同じ住所でした。バミューダに送
金された資金を、ストライキを起こした労働者
の人数である4,000で割ったならば、これだけ
でおよそ100％の賃上げをまかなうことができ
たのです。

帳簿からはまた、1年当たり1,000万米ドル
以上が「経営指導料」に費やされていたこと
が明らかになりました。これは、経営幹部40
名への高額の給与の支払いに充てられていま
した。2010年から2012年まで、彼らは株式
報酬も受け取っており、その費用は1年当たり
650万米ドルに上っていました。

利益移転は、公的部門の労働者―その賃金の
支払いが政府歳入にかかっている―にとって
重要な問題です。しかしこれは、民間部門の労
働者―ストライキを起こした鉱山労働者のよ
うな―にとっても大きな問題となります。利益
移転は、会社の真の利益を見えにくくし、賃金
交渉における労働者の主張を弱めるからです。

ストライキを起こしたロンミンの労働者は、彼
らの要求が法外だと告げられました。しかし、
ロンミンのすべての会社の帳簿をオープンに
すると、これは真実ではなかったことが明るみ
に出ました。公的部門と民間部門の労働組合
は、行動に出なければなりません。すべての労
働者にとって非常に大きな賃上げの余地があ
るのです。

南アフリカ：脱税が賃金を下押し－そして死者を出す
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国連貿易開発会議－報告書

Sharing the corporate tax base: equitable taxing 
of multinationals and the choice of formulary 
apportionment. 

著者：		Tommaso Faccio and Valpy Fitzgerald 

Accessible at https://unctad.org/en/Publication-
Chapters/diae2018d4a5.pdf

追加的な情報

国際企業課税の改革を求める独立委員会
（ICRICT）

A road-map to improve rules for taxing multina-
tionals. 

Accessible at www.icrict.com
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付録－税制インフォグラフィック

以下のインフォグラフィックは、合算課税をはじめとする新しいグローバルな税ルールが、現在のグローバル
な税制に比べて生産国と消費国の両方にいかに有益かを分かりやすく示すことを目的としています。

分かりやすくするために、この例では、タックスヘイブンに利益を移転する手段として、移転価格操作（関連会
社間で物品・サービスに支払われた価格を操作すること）を用いています。最新の経済では、利用される可能
性がより高い方法として、知的財産やデットファイナンス、リスクなどの無形物を移転する方法があります。移
転後に、企業はこれらのサービスについて自分自身に請求して、利益をタックスヘイブンに移します。
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