
 

 

 

第５章 
地域統括会社を活用したグループ

内資金管理効率化の取り組み 
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第5章 地域統括会社（財務・金融機能）を活用したグループ内資金管理効率化の取り組み 

～シンガポール・香港の事例から～ 

 

 伊藤 博敏 

 

日本企業の生産・販売活動の中心がアジアへ急速にシフトしている。とりわけ、2009年以降の世界経済の情

勢は、停滞する先進国経済・市場を尻目に、いち早く景気の底から脱し、世界経済の回復を力強く先導するア

ジアの姿を鮮明に映し出した。これに伴い、同地域に売上げ・利益の源泉を求める「アジア市場重視」戦略が、

多くのグローバル企業によって、より明確に打ち出されるようになった。 

そのような状況下、各国・地域のグループ企業を管理し、アジア全域での事業戦略を立案する地域統括会社

の役割が以前にも増して重要となっている。グローバル企業のアジア市場依存が加速し、地域内での競合がま

すます熾烈化するなか、拠点間のネットワークを効率的に管理し、業務の最適化を図るためのコントロール機

能の確立である。加えて、域内完結型のプロジェクトに対する意思決定を速め、さらには税務コスト・管理コ

ストを最小限に抑えることで、グループ全体での利益を最大化するための地域統括体制の整備である。 

さらには、域内経済連携協定（FTA/EPA）の進展よる市場統合の流れの中で、企業の海外拠点の再編・集約化

の潮流が加速したことにより、アジア全域のモノ・カネ・情報を地域統括拠点に集約し、そこから域内向けの

再投資/融資を図る体制を構築しようという財務・金融戦略も本格化しつつある。 

本章では、とりわけ、タックス・マネジメントを含む財務・金融面での統括機能に焦点を当て、ASEAN・南西

アジア地域を統括するハブとして注目されるシンガポールと、中国市場を睨んだ金融ハブ・香港の事例から、

グループ内の資金フロー最大化と資金管理効率化を模索する企業の取り組みについて報告する。 

 

1．統括拠点立地先としての香港およびシンガポール 

（１）世界で最も優れたビジネス環境を誇る両国（地域） 

 多国籍企業の間で、アジア地域における販売・マーケティング機能や財務・金融機能の統括拠点をシンガポ

ールや香港に集約する動きが顕著になって久しい。ジェトロが2008年、在シンガポール日本大使館、シンガポ

ール日本商工会議所（JCCI）とともに取りまとめた「シンガポールにおける日系企業の地域統括に関する調査

（第2回）」では、同地に何らかの地域統括機能を持つと回答した日系企業の割合は有効回答の 58％（131社）

となり、2005年の第1回調査の45％（108社）から大きく増加している。2009年以降も、商社、金融機関、保

険などのサービス分野に加え、電機メーカーや化学品メーカーなどの間でも、同国における統括機能設置（も

しくは強化）の動きが進んでいる。 

また、2009年9月に香港日本人商工会議所がまとめた「香港・中国の事業環境に関するアンケート調査」（有

効回答311社）では、香港事業所が「長期に必要」と回答した企業が93％にのぼり、世界経済減速による事業

環境の悪化が深刻な状況下にもかかわらず、香港の重要性は衰えていない。また香港事業所が経営責任を有す

る管轄地域として、「香港のみ」と回答した企業の割合はわずか 16％であり、8割を超える企業が、香港に加え、

中国の全域もしくは一部、アジアの全域もしくは一部に経営責任を有している状況が明らかとなっている。 

両国（地域）が統括拠点の立地先としての地位を確立している背景には、地理的な利便性や整備されたビジ

ネスインフラに加え、各種手続きの簡素化や金融取引自由化をはじめとするビジネス上の規制緩和の徹底、法

人税をはじめとの税務コストの引下げおよび各種免税・減税スキームなど、多国籍企業を誘致し、つなぎとめ

るための政策を怠らないことがあるだろう。 

世界銀行が毎年発表する、世界181カ国のビジネス環境ランキングの2010年版報告書「Doing Business 2010」
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によれば、総合ランキング（ビジネスのしやすさ）において、シンガポールは181か国中第1位（最もビジネ

スがしやすい国）、香港は同3位という結果となった。評価基準となる10項目1の中では、両国とも、とりわけ

「国際貿易」や「建設・設置許可」、「投資家保護」、「融資へのアクセス」、「租税」など、統括拠点の立地に際

して極めて重要となる項目において、いずれも5位以内の高い評価を受けている。 

域内各国/地域のビジネス情報を迅速かつ的確に取れる情報インフラ、さらには情報に応じた迅速な対応を実

現するための政府認可や各種手続きの容易さ・早さなどといった要素を考慮した場合、統括拠点立地先として

のシンガポールおよび香港の優位性は、現状において、アジアの中で群を抜いているといえよう。 

（２）低い法人税率をはじめ、多くの税制メリットを提供 

続いて、税制面に焦点を当て、シンガポールおよびに統括会社を設置するメリットを検証してみたい。以下

の表は、両国/地域における法人税、個人所得税ほか、法人の事業活動に係る税金の各項目を比較表の形で一覧

にまとめたものである。 

 

図表１：シンガポールおよび香港の税制比較 

シンガポール 香港

法人税 17.0% 16.5%

個人所得税
0～20％（累進課税） 標準税率15%、段階的な2〜17%の税率との

選択制

キャピタルゲイン 非課税 非課税

預金利子 非課税 非課税

源泉税率
（国内⇒非居住者）

ロイヤルティ：10％、借入・債務への利息：
15％、配当：非課税

ロイヤリティ：5.25％、借入・債務への利息：
原則非課税、配当：非課税

関税 原則ゼロ 原則ゼロ

国外源泉所得

シンガポールに送金された場合のみ課税（留
保分は非課税）。その場合でも、当該所得へ
の源泉国課税が15％以上なら免税

原則非課税

優遇税制
地域統括本部 (RHQ）、国際統括本部　(IHQ)
に対する優遇税制あり

無し。ただし、金融取引（為替取引、金融サー
ビス含む）への非課税。

付加価値税（消費税）
財･サービス税（GST）：7％。金融サービスと
住宅用不動産を除く全ての財貨およびサービ
スが課税対象。

無し

日本との租税条約 有り 無し
 

 

まず、両国/地域の税制面での最大の魅力は、アジア域内でも際立った法人税率の低さにある。2010 年のシ

ンガポールの法人税率は17.0％、香港は16.5％と、中国・ASEANを含む東アジア諸国の税率が25％～40％の範

囲にあるのに対し、際立って低い。 

またいずれの国もキャピタルゲインに対する非課税措置を認めていることから、企業にとっては、投資の際

のオプションとしてIPOを戦略的に実施するようなケースや、事業の売却・撤退なども含めた投資計画を検討

するうえで、極めて有利な条件を設定しているといえよう。 

加えて、シンガポールでは、経済開発庁（EDB）管轄の下、地域統括会社や金融・財務の統括機能を有する会

社に対し、以下のような税制優遇措置2を設け、海外の地域統括会社の誘致を図っている。 

 

                                                   
1 （1）ビジネスの立ち上げ、（2）建設・設置許可、（3）従業員の雇用、（4）不動産登記、（5）融資へのアクセス、（6）投資家保護、

（7）租税、（8）国際貿易、（9）契約の履行、（10）ビジネス撤退、の10項目について評価し順位を付けた上で、総合ランキングを

決定している。 

2  各スキームの優遇措置の内容、対象業務、認可要件については、下記より入手できる。（EDBウエブサイト、日本語） 

 http://www.edb.gov.sg/edb/sg/jp_jp/index/Guide_to_Investing_in_Singapore/financial_assistance.html#four 
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地域統括本部向け優遇税制（RHQ: Regional Headquarters Award） 

アジア太平洋地域の統括拠点をシンガポールに置く企業で政府の認定を受けた企業は、増分適格所得について

3年間にわたり15%の軽減税率が適用される。適格所得とは海外のマネジメントフィー、サービス料、売上、貿

易所得、ロイヤルティを指す。地域統括本部の認定を受けるには、投資額、シンガポールでの事業規模など公

表されている規定の基準を全て満たさなければならない。最初の3年目以降は、企業が要件を全て満たす場合

に限り、更に2年間にわたって15%の軽減税率が適用される。 

国際統括本部向け優遇税制 (IHQ: International Headquarters Award) 

国際統括本部は、地域統括本部（RHQ）としての適格要件を大幅に超える事業計画を約束する企業を対象とする

ものである。国際統括本部としての認定を希望する企業は、適格所得に対する 5％または10%またはそれ以下の

低率な軽減税率をはじめとする個別のインセンティブパッケージについて EDBと協議を行う。 

金融・財務センター向け優遇税制（FTC：Tax Incentive Scheme for Finance & Treasury Centers） 

シンガポールに拠点を持ち域内の関連会社に財務・資金調達のサービスを提供する会社は認定されると認定さ

れた所得に対して10％またはそれ以下の軽減税率、もしくは税額免除が適用される。 

 

２．統括機能強化（持ち株化）へ向けた動き 

（１）持ち株機能の拡大で域内プロジェクトへの迅速な対応が可能に 

現在、シンガポールや香港に設立されている統括会社には2通りある。ひとつは（1）統括地域内各国のグル

ープ内企業へ出資し、資本関係上も親会社となっているケース、もうひとつは、（2）本国（日本）の親会社が

直接出資する域内グループ企業に対し、業務上の統括機能を有するが、資本関係はないケースである。 

いま、アジア域内の多くの投資プロジェクトは、世界でも最も早いスピードで目まぐるしく動き、日本を介

さない域内完結型に急速にシフトしている。グローバル企業の競合がますます熾烈化するなか、同地域で生き

残りをかける日本企業にとっても、現場により近い地域本部に集約した資金を、現地決裁により域内に投資で

きる体制の整備が、熾烈な競合に勝ち抜くために不可欠な条件となりつつある。 

そのような状況下、とりわけシンガポールにおいては、本社の出資する各国・地域企業の株式を統括拠点に

移管し、地域統括会社を持ち株化する形での組織再編が進展している。それにより、各国の資金が配当その他

の形で統括拠点に集約され、結果としてアジア地域全体における組織の意思決定およびプロジェクト実行への

プロセスを早める効果につながるものと考えられる。 

一方、香港においては、華南地域を中心とする中国本土ビジネスに際し、物流面や決済面でのオペレーショ

ン上の利便性から、日本法人の香港子会社が実質的に持ち株会社として機能し、深センや広州の拠点へ出資し

ているケースが多く見られる。加えて、近年の中国政府による外国企業の駐在員事務所に対する規制強化、お

よびみなし課税の適用拡大は、日本企業が華南地域に有する駐在員事務所に対し、拠点の形態のあり方を見直

させる強制力となっている。その対応策として、既存の駐在員事務所を、香港子会社の出資による現地法人に

切り替えることは、有力かつ現実的なオプションとなり得るだろう。 

税務上のメリットを考えた場合、上述の通り、シンガポールや香港では、傘下会社からの受取配当金や国内

の預金利子に対して原則非課税の適用となるため、これらの所得を持ち株会社に留保し、再投資や融資をフレ

キシブルに行う体制を組めば、非常に効率が良く、かつ税務コストを最小限に抑えたオペレーションが可能に

なるだろう。さらに、孫会社の組織再編（株式の移管等）によって生じる可能性のあるキャピタルゲインに対

しては、シンガポール・香港ともに非課税となることから、両国（地域）側での追加的な税務コスト・手続き

が発生しないというメリットもある。 
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（２）事業実体のない持ち株会社には日本側で合算課税のリスク 

他方、統括拠点の持ち株機能強化を通じたグループ内の組織・事業再編において、日本企業が注意しなくて

はならないのが、本国（日本側）のタックスヘイブン対策税制である。同税制は、日本の企業が租税を回避す

る目的で、税金が著しく低い国（タックスヘイブン）に子会社を設立することを規制するもので、国外に設立

された会社の（1）租税負担が25％以下（22年度税制改正により20％に引下げ3）であり、（2）日本側（法人・

個人）の出資比率が 50％以上であり、（3）単独または同族株主グループによる出資比率が 5%以上（22年度税

制改正にて10％に引上げ）である場合、海外子会社に留保された所得を、その持分に応じて、親会社の所得に

合算して課税する制度である。つまり、海外子会社に所得を留保したとしても、日本の法人税率（実効税率約

40％）による合算課税がおこなわれ、子会社が設立されている国の低率の法人税のメリットが享受できないこ

ととなる。 

 ただし、同制度は、独立企業としての実体を備え、かつ、その地で事業を行うことにつき十分な合理性があ

ると認められるための一定要件（適用除外基準）を満たす企業には適用されず、合算課税は行われない。例え

ば、タックスヘイブンに所在していても、そこに実際に工場があり、産業活動が行われている場合は当税制の

適用除外となる。具体的には、以下表の適用除外基準の（1）～（4）のすべての条件に合致する場合には、こ

の合算課税の適用を行わないこととしている。 

 

図表２：合算課税されないための適用除外基準： 

適用除外要件 要件の内容

（1）事業基準 主たる事業が、a.株式・債券の保有（純粋持株会社）、b.工業所有権／著
作権の提供、もしくはc.船舶・航空機の貸付（リース業）ではないこと（※a.
～c.以外を主たる事業とする会社でなければならない）

（2）実体基準 その本店所在地国において、事務所、店舗、工場その他の固定施設を
有すること

（3）管理支配基準 その事業の管理、支配および運営を自ら行っていること（※所在国におい
て株主総会や取締役会が開催され、役員の職務が執行され、会計帳簿
の作成・保管等が行われていなければならない）

（4）①非関連者基準または
     ②所在地国基準

①卸売業、銀行業、信託業、証券業、保険業、水運業または航空運送業
を営む場合、取引の50%超が非関連者との取引であること（※卸売業に
関しては仕入れor 売上げどちらかが50％超でなければならない）

　 ②上記以外の業種（製造業など）の場合、事業を主として本店または主
たる事務所の所在する国または地域において行っていること

 

シンガポールや香港はいずれも、上記タックスヘイブン対策税制の対象国（地域）に該当するため、同地に

おいて設立されている日本企業の子会社に関しても、両国/地域の低税率のメリットを享受するには、上記要件

を全て満たす形で、事業内容や経営体制を管理する必要がある。 

なお、近年、実体のあるビジネス（物流統括、販売統括など）をしている地域統括会社が上記の適用除外要

件を満たせず、課税対象になってしまうという問題が顕在化していることを受け、日本の平成22年度税制改正

では、統括会社の実態に即した適用除外基準の見直しがおこなわれている。これにより、シンガポールや香港

においては、持ち株機能をはじめとする地域統括会社への機能集約を図りやすい環境が整いつつある。 

（※同税制改正の内容および影響についての詳細は、後述（第 4項）を参照。） 

 

                                                   
3該当する外国子会社の平成22年4月1日以降開始する事業年度（3月末月決算の場合は、23年3月期）から適用。ただし、日本

で外国子会社の所得が合算されるのは、子会社の決算終了日から2カ月を経過した日を含む事業年度とされている。そのため事実

上の適用は、早くても親会社の平成23年5月末日を含む事業年度（24年3月期以降）となる。  
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＜中国で来料加工をおこなう香港企業へのタックスヘイブン対策税制適用問題と対策＞ 

近年、日本の課税当局による税務調査で、華南地域で「来料加工」取引をおこなう香港法人（日本法人の香港

子会社）が、タックスヘイブン対策税制の適用対象となり、留保所得に合算課税されるケースが増加しているが、

その課税の根拠について、上記の適用除外基準に照らし合わせて考えてみたい。 

 「来料加工」とは華南地域（広東省）特有の加工貿易形態のことで、香港企業が広東省の町村レベルの地元政

府（郷鎮政府）と委託加工契約を結び、郷鎮政府から賃借した工場にて生産加工をおこなう形態である。生産加

工に必要な機械設備は香港側から無償貸与の形で提供されるほか、原材料・部品が香港側から保税で提供さ

れ、加工・組立てされた製品が香港に納入される仕組みとなる。 

なお、香港側から郷鎮政府に対しては、原則、加工賃のみが支払われる。広東省の賃借工場に法人格はな

く、企業登記もされないというのが特徴である。（以下図表3‐左図のとおり） 

ここで問題になるのが、香港子会社の主たる事業が、卸売業に該当するのか、それとも製造業に該当するの

かというポイントである。上記の通り、来料加工のビジネスモデルは、形式的には資本関係のない中国・華南地

域の工場への委託加工である。もし、卸売業に該当すると判断されれば、前出図表2に示す（4）①非関連者基準

において、非関連者との取引が 50％超であるという基準をクリアできるため、合算課税の対象とはならないこと

になる。一方、製造業に該当すると判断されれば、その製造行為を所在地国の香港ではなく中国でおこなってい

るため、（4）②の所在国基準を満たせず合算課税されることになる。 

中国工場の実態を考えた場合、香港子会社が品質管理のための技術者や責任者を派遣し、原材料を無償で

提供し、実質的にすべての工場運営を管理しているケースがほとんどである。そのため、日本の課税当局として

は、単体としての法人格を持たない中国工場を実質上、香港子会社の自社工場と位置づけ、同子会社の主たる

事業が、中国・華南地域における「製造業」であるとの判断を下しているわけである。 

因みに、国外源泉所得免税という香港の税制上、来料加工取引をおこなう香港法人に対しては、事業所得の

50％を国内源泉所得、50％を国外源泉所得とみなして、50％分のみを法人税の課税対象とする措置が取られて

いる。つまり、日本企業の香港子会社が来料加工取引によって得た所得に対する法人税率は、実質 8.25％（香

港の法人税率 16.5％の 50％）である。日本の課税当局の判断により、当該所得がタックスヘイブン対策税制上

の合算課税の適用を受ければ、この非常に大きな税制上のメリットが失われるわけである。 

現在、上述のようなタックスヘイブン対策税制の適用問題に加え、中国政府による委託加工に対する規制強

化（加工貿易禁止品目の増加等）、09年1 月の増値税法改正に伴う輸入（無償貸与）設備に係る増値税免税の廃

止など、来料加工取引を巡る環境が大きく様変わりし、従来通りの取引形態により、低い製造・管理コストや税務

上のメリットを享受し続けるのは難しい状況となっている。こうした状況への対応策として、いま注目されている

のが、来料加工工場の現地法人化である（図表3-右図参照）。 
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＜図表3：一般的な来料加工取引形態と現地法人化モデル（例）＞ 

 

中国政府も、来料加工工場の現地法人化を支援する方針を示しており、具体的には、既存の来料加工工場で

使用していた設備の現物出資許可、現物出資の形で移転される設備に対する関税・増値税の免税（2011 年 6 月

末期限）、取得済みの許認可・ライセンスの継続、同一所在地での操業許可などの政策が打ち出されている。こ

うした政策により、来料加工工場の現地法人化の流れは、今後ますます加速するものと考えられる。 

現地法人化後の組織形態とタックスヘイブン対策税制との関係を見ると、中国工場については、所在地国の

中国で製造活動を行う「製造業」となり、所在地国基準を満たすことになる。また香港子会社については、製造部

門の切り離しにより、純粋な「卸売業」とされ、売り上げ/仕入れのいずれかの 50％以上が非関連社との取引で

あれば、非関連者基準を満たし、合算課税の対象とはならないことになる。 

  

 

３．進出日系企業の動向 

（１）在シンガポール企業の動向および事例 

日本企業がシンガポールにASEANを中心とした東アジア地域の統括機能を置く動きは、2000年代前半の頃よ

り、一定程度は進展していた。これは、前出の「シンガポールにおける日系企業の地域統括に関する調査」の、

第1回調査（2005年）時点において、既に45％の企業が、何らかの統括機能をシンガポールに有していると回

答した結果からも明らかである。一方、商社やメーカーを中心に、事業運営権を含めた管轄権限をシンガポー

ルに集約する形で組織改編を行い、実体を伴うアジア地域統括本部がシンガポールに設立される動きは、2005

年～2006年頃を境に本格化したものと見られる。 

顕著な事例では、2006年4月に三井物産が他の商社に先駆けてシンガポールにアジア本部を設置し、日本を

除くアジア全域での事業運営権を持つアジア本部長を配置。さらに 1年度の07年4月には、世界の4極体制の

うちのひとつであるアジア・大洋州地域の統括本部としてアジア大洋州三井物産を設立し、北東アジアから南

西アジア、オセアニアを含む地域をシンガポールから管轄する体制を構築している。三井住友海上も2006年に、

海外事業をアジア、欧州、米州の3極で管理する地域持ち株会社体制に移行。シンガポールに設立したアジア

地域の持ち株会社は中国などを除くアジア17法人を傘下に収めている。また、日立製作所も2006年に、米州、

欧州、中国に続き、在シンガポールの日立アジアを地域統括会社化。ASEAN、インド、および周辺地域を対象に

グループ共通の取り組みを推進する本社に位置づけ、アジア域内での管理体制を構築した。 
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こうした動きに追随する形で、2007年以降も、日本企業の間では、アジア（中国を除く）の地域統括会社を

シンガポールに設立、もしくは既存の統括機能の強化を図る動きが加速する。最近では、シンガポール・イン

ド間の包括的経済連携協定（CECA）を活用したシンガポール発のインド投資、シンガポール政府系企業と組ん

だ新興国インフラプロジェクトへの参画など、その機能やカバーエリアの幅も大きな広がりを見せる。以下に、

シンガポールへ機能集約を図る日系企業の先行事例を紹介する。 

 

【日系電機メーカーA社の事例：統括拠点に集約した資金を新興国の社会インフラプロジェクトへ再投資】 

A社では世界4極体制のうちのASEAN・インド統括本部をシンガポールに配置。法務、知的財産管理、人事、財

務・経理、技術サービス、購買、ITなど域内拠点の管理業務をシンガポールに集約し、各拠点から統括サービ

スに対するサービスフィーを回収している。また、タイ、マレーシア、インド等域内の主要拠点にシンガポー

ルから 100％出資の孫会社を設立し配当の形で資金を吸い上げている。現地に集約した資金は、域内への再投

資が中心に活用している。近年は、特に、新興国における社会インフラ開発に注力しており、シンガポール政

府系企業とのアライアンスによるインフラプロジェクトで多数の応札実績を有している。 

シンガポールには、政府系投資会社であるテマセクを核に、その傘下に、豊富な資金力とプロジェクト実績

を有する政府系の社会インフラ開発企業が多数存在する。それらの企業は電力、港湾、通信、鉄道輸送、水処

理、不動産などの幅広い産業分野で、ASAEN 域内や中国、インド、中東などの大規模インフラ開発プロジェク

トへの入札に積極参入している。 

図表４：A 社の事例（シンガポール子会社を活用した新興国投資モデル） 

 

同社によれば、日本のメーカーは品質・技術力には優れているものの、インフラ開発後のオペレーション（管

理・運営）能力が十分ではないため、社会インフラプロジェクトの運営主体になることは難しい。しかし新興

国ではオペレーションまでを含めた入札公募が多い。そこで、オペレーション能力に優れた実績を有する政府

系のシンガポール企業と組むことで、日本側の品質・技術力、バックアップ体制との相乗効果が生まれるとい

う。なお、具体的なインフラプロジェクトには、モノレールの敷設・運行、工業団地開発、電力設備・送配電

網の敷設、都市開発（シンガポールの都市化のノウハウを海外へ移転）、水処理施設の建設などがある。 

【日系自動車部品メーカーB社の事例：決済機能集約による効率化・リスク低減の実現】 

B 社では、シンガポールから、個別機能（財務部門および物流部門）に特化した地域統括サービスを中国以

外のアジア（台湾から中東まで）のグローバル拠点に提供している。資本関係では、シンガポールがASEANお

よび台湾の各拠点の持ち株会社となり、各拠点から配当を吸い上げている。 

Copyright (C) 2010 Japan External Trade Organization(JETRO). All rights reserved. 111



管轄する東南アジア各国、インド、オセアニア域内に数多くの生産拠点と販売ネットワークを有する同社で

は、グループ内各拠点で可能な限り原材料や部品などの最適地生産を図り、相互補完する仕組みを有する。そ

のなかで、シンガポールでは、膨大な取引の効率化および為替リスク低減を図るため、域内グループ拠点間の

貿易取引（部品・原材料の相互調達）のすべてを仲介し、ネッティング（相殺処理）決済を行っている。 

つまりタイ⇒インドネシアというモノの流れがある場合でも、モノは直送、代金決済はそれぞれの国がシン

ガポールとの間だけで自国通貨による取引をおこなう方式である（この場合、タイ⇒シンガポール向タイ・バ

ーツ販売、シンガポール⇒インドネシア向けインドネシア・ルピア販売という形で決済し、複数の支払が相互

にある場合は、その差額のみの処理で済ませる方式となる）。 

また、為替差益・差損などはすべてシンガポールが負う形で、効率化とリスク低減を図っている。 

 

図表５：B 社によるネッティング決済のイメージ 

 

 

 

同社によれば、これらの膨大な取引をすべて個別拠点間でバラバラに行えば、手数料や銀行マージンだけで

も相当な額に上り、為替変動によるリスクも大きいため、採算性の低下は免れない。金融市場が極めて自由化

されており、かつトランザクションコストが安いシンガポールだからこそ、同拠点を核としたこのような仲介

取引が可能であるという。 

加えて、物流面では、グループ間の物流にかかる船会社やロジスティクス業者の選定・管理もシンガポール

で一括して行っている。 

 

（２）在香港企業の動向および事例 

前出の香港日本人商工会議所による「香港・中国の事業環境に関するアンケート調査」（2009 年度）によれ

ば、回答企業（香港事業所）の85％が中国とのビジネス関係があると回答、また業務のうち半分以上を中国本

土との取引（業務）が占めると回答した企業は56％となっている。また、回答企業のうち中国本土に自社の管

理するビジネス拠点（独資企業、合弁企業、委託加工向上等）を有する企業の割合は75％にのぼるなど、在香

港企業のビジネスは中国本土を中心に動いていることがわかる。また、香港事業所が管轄し責任を有する中国

本土の市場については、「主として華南地区」との回答が64％、これに対して「中国全土」との回答は21％と

なり、香港域内および華南地域を管轄する拠点として香港事業所（法人）を位置づけている日本企業が多い。 

また、ジェトロが2010年1月に在香港日系企業におこなったインタビュー調査では、中国本土で広くネット
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ワークを展開する日系商社･メーカーでは、組織体制上の北東アジア地域統括本部を北京や上海に設置しながら

も、香港法人には華南地域の統括機能を持たせながら管理するケースが多く見られた。 

ただし、財務・金融機能に関する統括業務は、依然として香港がその中心となっており、中国域内取引や中

国向け/中国発の貿易にかかる決済機能を香港に集約し、香港から域内向けの再投資・融資へ回すという資金の

流れはむしろ拡大傾向にある。貿易取引にかかる自由度や、税制、金融関連の各種規制などの面から考えて、

香港の位置づけは低下するどころかますます重要性を増しているとの見方が主流である。 

 中国国内主要都市および香港に支店を有する日系金融機関によれば、香港支店の預金残高、融資残高は、香

上海や北京を含めた中国国内の主要拠点と比較しても、中国内でも群を抜いて高く、融資資金は在香港の日系

企業向から、中国本土（特に華南）へ流れているという。 

また中国国内に広く生産・販売ネットワークを展開する複数の日系メーカーによれば、取引先（客先）とな

る中国国内の外資系企業やの大手の中国地場企業は、依然として、ドル払いを好む傾向が強く、中国国内で完

結するモノの流れに係る決済を、取引先の有する香港法人と自社の香港法人の間でおこなうケースが取引の中

で一定の割合を占めるという。中国国内の支店が営業し、その売上げは香港で立つというケースである。 

さらに、華南経済圏と一体化した香港には、「転廠」制度（華南域内における部品・原材料のFactory Transfer

を、書類上でのみ香港を経由した輸出入取引に仕立て上げることにより、保税扱いのまま売買する取引形態）

などをはじめ、制度面・手続き面での優位性が根強く残る。 

以下は、華南地域の製造・輸出拠点をコントロール下に置きながら、華南経済圏と一体化した香港にグロー

バル市場向けの貿易決済機能を集約する企業の事例を紹介する。 

 

【日系消費財メーカーC 社の事例：華南地域をコントロールするための香港拠点の活用】 

C 社は、香港子会社に、アジア地域における製品販売および中国・ベトナム製品の物流および決済の統括機

能を集約している。C 社では、同社が直接出資もしくは管理する製造工場は持たず、香港のベンダー企業との

売買契約に基づき、中国・ベトナム製の製品を買い取り世界市場向けに輸出している。  

 取引形態は下図のとおりである。C 社は、香港国内で委託加工の元締めとなるベンダー企業（複数社）と

売買契約を締結し、単価ベースで完成品を買い取る形をとっている。そのためC社は、来料加工取引にかかる

（郷鎮政府との）契約主体とはならず、また委託先工場の管理責任も持たない。中国もしくはベトナムの製造

工場への委託契約、原材料・部品調達、工場管理、加工賃払いなどはすべて在香港のベンダー企業がおこなう

仕組みとなっている。 

同取引では、C 社香港の事業は、純粋なグループ外企業である在香港ベンダー（委託加工の管理者）との間

での卸売り取引、および海外の顧客向けの輸出販売であるため、自社が来料加工取引を管理する際に生じる日

本のタックスヘイブン税制上の課税リスクが発生しないというメリットがある。 
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図表６：C 社による在香港ベンダーを活用した委託加工取引の形態 

 

※在香港ベンダーは、製造・加工品目によって複数（15 社～20 社）を活用し契約を締結。 

なお、同取引において売上・利益が立つのは香港法人のみであり、同社 100％出資子会社の深セン法人は、

香港のサポート業務として中国委託先への品質管理・技術指導を行い、同法人の管理維持費・人件費は親会社

である香港法人からコミッションという形で支払われる。 

欧米市場、日本市場向けの販売の際には、製品の流れは、中国工場⇒顧客（欧米、日本等）、ベトナム工場⇒顧

客へ直送されるが、インボイスはすべて香港で発行され、代金決済も香港で行われる。 

同社によれば、ベトナムの人件費は中国の半分以下、労働力も豊富であることから、製造コストを引き下げ

るうえでベトナムは中国よりも有利だという。将来的に、ベトナムへのシフトを拡大させる計画だが、ベトナ

ムへのシフトに際しては、香港のベンダー（全部で20社くらい）に買い取り保証を条件に協力を要請し、うち

数社がそれに応じる形で、現状の中国での体制をそのままベトナムに移管している。 

 

４．日本の税制改正と在アジア統括会社への影響 

（１）タックスヘイブン対策税制の改正で大きく変わる税務環境 

平成 22 年度（2010 年度）税制改正において、上述のタックスヘイブン対策税制の適用要件等が改正され、

大きな注目を集めている。同改正における最も大きな変更点は、（A）同税制の適用対象となる「租税負担割合

が著しく低い国・地域（タックスヘイブン）」の基準税率（トリガー税率）が、「25％以下」から「20％以下」

に引き下げられたこと、加えて（B）合算課税の適用除外基準に、これまでになかった「統括会社」、「被統括会

社」という新たな概念が導入されたことである。（B）の変更点に関しては、これにより、一定条件を満たす統

括会社（持ち株会社） が適用除外と認められ、合算課税されないこととなったのである。 

同改正により、東アジア地域における日本企業の税務環境は大きく様変わりし、統括会社を含めたタックス

プラニングがより重要になるものと考えられる。以下は上記（A）および（B）の主なポイントである。 

 

（A） 基準税率の引下げ（25％⇒20％） 

タックスヘイブン対策税制の基準税率が「25％以下」から「20％以下」へ引き下げられる。これにより、改

正後の基準では、法人税率が20％以下の国に所在する日本企業の子会社で、日本側の出資比率が合計 50％以上

で、かつ、前出の適用除外基準を満たせない会社が、合算課税を受けることとなる。 
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経済産業省の報告によれば、2008年以降、中国、韓国、マレーシア、ベトナムなど、アジアの主要4ヶ国が

軒並み法人税を25％以下に引き下げたことにより、これらの国に進出する数多くの日系企業の間で、タックス

ヘイブン対策税制への対応に割く事務負担が急増しているという。改正後は、同税制の適用対象となる国・地

域は、アジア地域では香港およびシンガポールのみとなり、現行（2010年1月時点）税率が22.0％の韓国、25.0％

の中国、マレーシア、インドネシア、ベトナム等の国は同税制の適用対象から外れることになる（以下図表参

照）。 

 

 

なお、経済産業省では、基準税率の引下げによる効果として、現在、日本企業が海外に有する子会社のうち

3 割を超える企業で、同税制にかかる申告作業が不要となり、税務負担の大幅な軽減につながると試算してい

る。 

 

（B） 適用除外基準の見直し 

 アジアその他の地域における地域統括会社に関して、ビジネスの実体があるにもかかわらず、関連会社取引

の割合や配当収入が多いことを理由に、合算課税対象になってしまうという問題に対処するため、統括会社の

実態に即した適用除外基準の見直しがおこなわれた。具体的なポイントは以下 AおよびBのとおり。 

A. 前項の適用除外要件のうち、（1）の事業基準の適用除外とならない主たる事業のうち、a.株式・債権の保

有の判定に際して、「統括会社」が保有する「被統括会社」の株式等については同基準に当てはまらない（適

用除外が受けられる）こととする。 

B. 同要件の（4）の①非関連者基準の判定上、卸売業を主たる事業とする「統括会社」が、「被統括会社」と

の間でおこなう仕入れ/売上げの取引は、関連者同士の取引には該当しないものとする。 

 

なお、上記のAおよびBにおける「統括会社」および「被統括会社」の定義については、それぞれ、以下の

すべての要件を満たす外国法人を指す。 
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統括会社 被統括会社

①内国法人（日本の親会社）によって、株式の100％を直
接的・間接的に保有されていること
②2以上の被統括会社（孫会社）の株式等を有し、その被
統括会社事業を統括する一定業務をおこなっていること
③所在地国において、統括業務をおこなうための固定的
施設と従業員を有していること

①統括会社によって、25％以上の株式および25％以上の議
決権を直接保有されていること、かつ、当該統括会社の関連
者であること（外国法人に限る。内国法人等の同族関係者に
係る関連者を除く）。
②所在地国において、実体のある事業活動を行っていること

図表８：タックスヘイブン対策税制上の統括会社・被統括会社の定義（要件）

 

上記の改正によりにより、実体のある事業持ち株会社や物流統括会社は合算課税の対象外となり、統括会社

を活用したグローバル展開がより容易になるであろう。また、地域統括会社の下に孫会社をぶら下げる形での

拠点展開などを考えた場合には、グループ全体での節税効果はかなり高くなるものと考えられる。 

 

＜ケーススタディ＞ 

  たとえば、シンガポールの統括拠点が、タイ、マレーシア、シンガポールの孫会社（被統括会社）へ出資（25％

以上）する形で、事業持ち株会社としての機能を有し、配当やコミッションを孫会社から吸い上げる形の組織

再編のケースを考えてみたい。（以下図表9のとおり） 

同組織再編において、シンガポール子会社に事業持株会社としての機能を持たせ、同社がタックスヘイブン

対策税制の適用除外要件を満たせる場合、シンガポール子会社が在ベトナム、インドネシア、マレーシアの孫

会社に対する統括サービス（物流サービスなど）によって受け取る報酬については、原則シンガポールでの法

人所得税のみが課税され、またそれぞれから受け取る配当については、孫会社側での法人税（いずれも 25％）

が差し引かれた後に送金されていれば、シンガポールにおいては非課税となる。 

 

 

図表９：シンガポール統括会社を通じた事業再編モデル 

 

改正前のタックスヘイブン税制においては、上記のように、孫会社からの配当やサービス報酬を受ける事業

持ち株会社の多くが、合算課税の適用除外基準を満たせず、留保所得に対して日本の法人税率（実効で約 40％）

にて課税されていたのが実態であった。そのため、改正後のルールにおいて事業持ち株会社が適用除外となれ

ば、グループ全体での節税効果は高まり、より効率的な形で、孫会社から得られる配当やコミッション、事業

管理報酬などをシンガポールでプールし、域内再投資・融資にまわすことができるようになる。 
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 またシンガポールではキャピタルゲインに対しては非課税となるため、ベトナムやタイなどの孫会社の組織

再編成で生じたキャピタルゲインに対してシンガポールで課税されることはなく、またシンガポールでプール

したキャピタルゲインに対して日本で合算課税されることもない。 

  さらに、シンガポールでは、上述の通り、地域統括会社に対する各種の優遇税制が整備されているため、

現地で地域統括本部（RHQ）や国際統括本部（IHQ）、財務・金融センター（FTC）のスタテイタスを得て、優遇

税制のメリットを享受できれば、グループ内での節税効果をさらに高めることが可能となるだろう。 

 

（２）配当非課税措置の導入‐統括拠点を通じたタックスプラニングがさらに重要に 

地域統括拠点における財務戦略の強化がより重要となっているもうひとつの大きな理由に、2009年度税制改

正によって導入された「外国子会社配当益金不算入制度」がある。これは、日本企業が海外に有する子会社か

ら親会社向けの資金還流を促進するため、海外子会社からの受取配当を原則、日本側で非課税とする制度であ

る従来の制度（間接税額控除制度）では、配当を支払う側の法人税率に関係なく、当該配当額に対しては、日

本の法人税率が最終的に賦課される仕組みとなっていた。そのため、新制度への移行に伴い、とりわけシンガ

ポールや香港など、法人税率が低い国からの資金還流に際しては、トータルでの税負担が大きく引き下げられ、

大きなメリットを受けることになる。 

同制度は、2009年4月1日以降に開始する事業年度に受け取る配当より適用されているが、シンガポールや

香港など、タックスヘイブンに所在する子会社からの配当については、1年の経過措置（2009年4月1日前に

開始された事業年度の配当には旧制度を適用）があるため、子会社の決算日が 3月末の場合には2010年3月期

から、12月末の場合には2010年3月期からの配当について新制度が適用される。 

外国子会社配当益金不算入制度の影響について、シンガポールと日本の関係において見たものが下図である。

シンガポール子会社の所得と日本の親会社の所得を同額（1,000）とし、配当可能額を全額日本に送金したと仮

定した場合の、税改正前後の税負担を比較したものだが、改正後には、トータルでの税負担が大幅に減尐して

いることが分かる。 
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図表10： 外国子会社益金不算入制度導入による影響（シンガポールからの配当のケース） 

 

改正後の新制度では、一定条件を満たす在シンガポールの子会社から日本の親会社が配当を受け取る場合、

配当額の95％が非課税（日本の所得税は免除）となり、シンガポールの法人税（17％）、ならびに配当額の5％

に対する日本側の法人税（実効40％）が課せられることになる。なお、新制度では、配当にかかる源泉税につ

いては、損金不算入扱いになるとともに、外国税額控除の対象外4となる。つまり支払い源泉税については全額

が追加コストとなる。しかしながら、シンガポールとの関係においては、日本との二国間租税条約において、

配当源泉税に免税措置が適用されるため、本ケースにおいても源泉税はゼロ扱いとしている。 

ただし、この場合においても、重要なポイントとなるのがタックスヘイブン対策税制との関係である、新制

度による実効税率引き下げのメリットを享受するには、シンガポールの子会社が、前出の適用除外基準を満た

している必要があるため注意が必要である。 

また、2009年度税制改正では、外国子会社配当益金不算入制度の導入と合わせ、タックスヘイブン対策にも

重要な変更が加えられている。1 点目は、外国子会社が合算課税の対象になっている場合、旧制度では、留保

所得を配当すれば原則として合算課税なしであったのが、新制度においては、配当非課税措置との関係上、当

該所得を配当したばあいでも合算課税されることとなった点である。2 点目は、外国子会社が孫会社から受け

取る配当については合算対象から控除されるというルールが新たに加えられたことである。つまり在シンガポ

ールの持株会社が日本のタックスヘイブンの適用を受けている場合でも、実質的な所得が孫会社からの配当所

得のみである場合には、合算対象所得が発生しない可能性もありうるわけである。 

外国子会社益金不算入制度の創設は、日本への資金還流上の障害を緩和し、グローバル企業の税務戦略構築

の自由度を高める意味において大きなメリットを有する。他方、子会社の立地国の実効税率や配当に係る源泉

税率によっては、税負担が増える可能性もあるため注意が必要である。 

 

これまで見てきたとおり、日本の2010年度税制改正（タックスヘイブン対策税制の改正）、および2009年度

税制改正（外国子会社益金不算入制度の導入とそれに伴うタックスヘイブン対策税制改正）により、グローバ

                                                   
4 従来の制度では、二重課税防止の観点から、受取配当とともに配当源泉税を税額控除の対象とし、日本側で税額控除の対象とし

ていた。新制度では、配当が益金不算入となるため、子会社の立地する国と日本との二重課税は排除される。 
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ル企業のタックス・マネジメントを巡る環境は大きく様変わりした。新たな枠組みは、事業立地先としてのシ

ンガポールや香港の優位性を高めると同時に、両国/地域における統括拠点を中心とした垂直型の事業再編を加

速することになろう。国際税務環境の変化に対する適切かつ迅速な対応は、グループ全体のキャッシュフロー

の増減に大きな影響を及ぼすだけでなく、アジア市場で熾烈な競合に勝ち抜くため、必要不可欠な戦略上の要

素となりつつある。その影響および効果をあらゆる側面から研究し、最も効果的・効率的な財務体制・税務戦

略のあり方を模索することは、グローバル展開を図る日本企業にとって今後の重要課題となるだろう。 
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