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バーチャル組織化とその課題
税務、ガバナンス、法務の観点からの実務検討
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弁護⼠（⽇本）、公認会計⼠（⽇本）を含む⽇本⼈／中国⼈プロフェッショナ
ル10名強及び弁護⼠（インド）約25名が、インドを中⼼にアジア全域の案件に対
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本⽇の構成
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１．英⽂契約書はなぜ重要？

第1部 ⾃⼰紹介と問題提起
１）バーチャル組織化と税務課題 税理⼠ ⾼野⼀弘
２）バーチャル組織化とガバナンス 公認会計⼠ ⼭﨑耕平
３）バーチャル組織化と法務課題 弁護⼠ 久保光太郎

第2部 駐在経験者に聞く「バーチャル組織」の実務上の論点
ゲストスピーカー１ 株式会社デンソー沖元⿓哉⽒
ゲストスピーカー２ 公認会計⼠ 近藤勝義⽒

Q&A 



第1部 セミナーパート
バーチャル組織化とその課題
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１）バーチャル組織化と税務課題

© AsiaWise 5



© AsiaWise 6

⾃⼰紹介：⾼野⼀弘

⾼野⼀弘
（たかの かずひろ）
AsiaWise Group
Leader, Tax Team
公認会計⼠(⽇本)、税理⼠

⼤⼿税理⼠法⼈における外
部専⾨家としての税務コン
サルティング業務に加えて、
上場企業社員としての税務
企画、調査対応を通じた豊
富な税務実務経験を有する。
特に、クロスボーダー案件
に関して豊富な経験を有す
る。

2008 PwCインドへ出向
・同社初代⽇本⼈駐在員として、
現地Japan Deskの設置に尽⼒

2016 ⽇系MNC⼀部上場企業税務部⾨⻑
2021 AsiaWiseGroup加⼊



バーチャル組織化と税務課題

MNCでは、「組織」がリーガルエンティティ・国境を越え、バーチャル
化が進んでいる。コロナ禍が、組織のバーチャル化を急速に進めた。
バーチャル組織化は、地理的な制約を受けず、機動的なチーム編成を⾏
えるなど実務的なメリットは⼤きいと考えられる。
個⼈所得課税、法⼈所得課税上の取り扱いに関して、複数の税務当局が
係ることになる点、国際的⼆重課税に陥り、税効率性が悪化するリスク
がある。
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⽇本 中国 タイ インド

バーチャル組織



バーチャル組織化のストラクチャー
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⽇本 中国 タイ インド

コメント
直接雇⽤（個⼈と契約） ü ⼀般的に、現地労働法への対応が実務的に困難
コンサルタント⽅式（個
⼈と契約）

ü 該当個⼈が居住国で税務等コンプライアンス対応必須

役務提供モデル（法⼈契
約）

ü 雇⽤者の現地法⼈との雇⽤契約と現地法⼈、役務受領
法⼈間のサービス契約への区分



役務提供モデルの実践に向けて
TP設定

PE問題

個⼈所得税
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項⽬ コメント
適切なTPモデ
ル

リスク限定的な役務提供と整理することが可能な場合、コスト＋マーク
アップモデルを採⽤できる。この場合は、適切なマークアップ率の問題と
なり、⽐較的シンプルな設計とできる。
他⽅、営業活動、R&Dなど⼀定のリスクを負担するモデルとする場合は別
途追加詳細検討・分析が必須となる。

項⽬ コメント
PE認定課税リ
スクの低減

バーチャル組織に帰属する所得が⼀部の法⼈にのみ計上され、メンバーが
所在している国に配分されない場合、PE認定課税のリスクが⽣じる。
リスクの規模に応じて、検討を⾏う必要があるが、PE帰属利益は、独⽴企
業原則に基づき算定されるため、TP問題の対応に合わせて適切な分析を⾏
うことでリスク低減を⾏いうる。

項⽬ コメント
国際的⼆重課
税の回避

居住国内の法⼈との雇⽤契約とすることで、国際的⼆重課税のリスクを限
定的とすることが可能。

経済合理性があるバーチャル組織の税務リスクは限定できる



２）バーチャル組織とガバナンス
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⾃⼰紹介：⼭﨑 耕平

⼭﨑 耕平
（やまざきこうへい）
AsiaWise Group、
GRC Team Leader
公認会計⼠・税理⼠

大手会計事務所において、グ
ローバル企業のガバナンス強
化プロジェクト、国内外拠点の
不適切会計や品質不祥事に
関連する各種調査、海外複数
拠点に対する内部監査、贈収
賄テーマ監査、中国テクノロ
ジー規制対応調査など、グ
ローバル企業のGRC（ガバナ
ンス・リスク・コンプライアンス）
領域に関するアドバイザリー業
務を多数手掛ける。

2016-17 PwC上海務所出向

2017-21 複数の海外拠点に対する
調査／監査業務、

グループガバナンス推進業務に従事



各種リスク

従来より、現地拠点からの事業状況・報告はあるが、個別取引の意思決
定・実務の実態までは⽬が⾏き届いていない傾向にあった
移動制限下、バーチャル組織を前提としたガバナンスの⼯夫が求められ
る
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現地拠点の実態に⽬が届かず、各種のリスクが⾼まる
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現地拠点のオペレーション実態に目が行き届かず、各種のリスクが高まっている。
実際に不正をはじめとした各種のリスクが顕在化した場合の対応方法にも不安

また発生時の
対応方法は？

個人情報

不適切取り
扱い?

バーチャル組織によるガバナンスの課題



バーチャル組織によるガバナンスで最低限押さえるべきは「帳簿」の管理
ポイントは、①各帳簿は適切か？②帳簿間の整合性はあるか？
上記を担保する為、グローバルでReconciliationルールを導⼊することも有効
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バーチャル組織によるガバナンスのヒント①

【情報源】
第三者証憑
第三者確認
実査・棚卸結果

項⽬ 問題
現地システム帳簿
vs
連結資料

重要拠点でない限り、現地／連結システムの帳簿は法定監査対象外
→本社報告の数値（連結）は改竄が可能、⼜は未監査の現地システム帳簿の問題が
そのまま連結システム帳簿に反映

現地システム帳簿
vs
現地法定資料

現地の法定資料（法定財務諸表・税務申告書等）の作成や、現地監査⼈の監査は
現地決算⽇から数か⽉後に完了
→現地法定資料作成の過程で重要な問題が検出されてもシステム帳簿の修正がなさ
れない（⼆重帳簿状態）

現地システム帳簿
vs
補助簿

現地システム帳簿と補助簿が⼀致しない、⼜は補助簿（特に貸借対照表の残⾼）
に⾚残、⾼額、⻑期停滞等の異常残⾼が残存
→不正を背景とした不適切な会計処理の看過

補助簿
vs
情報源(Supporting Doc)

情報源（外部第三者発⾏資料や現⾦実査、実地棚卸結果、外部システムのデータ
等）と整合しない、⼜はそもそも情報源がない／信⽤できない
→不適切会計や会社資産の不正流⽤等の不正が適⽰発⾒できない

【補助簿】
残⾼明細
Aging List
残⾼調整表

【システム帳簿】
総勘定元帳
貸借対照表
損益計算書

【現地法定資料】
法定財務諸表
税務申告書

【連結資料】
連結パッケージ
連結注記情報



各ガバナンス領域の要素に基づいて、「統制評価シート」や「従業員アンケー
ト」をグループ各社へ配布し現状を把握する
「統制評価シート」や「従業員アンケート」策定時は、法務部のみならず、業務
プロセスを管轄する内部統制部⾨等との連携がポイント
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インド
⼦会社

南⽶
⼦会社

中国
⼦会社

本社管理部⾨

u 規程マニュアル整備
u リスク管理体制あり
u 全従業員定期コンプラ
研修

法務部 内部統制部

u 経営メッセージあり
u 接待贈答ポリシー整備
u 取引先管理プロセス
u ⺠間事業

u 現地版⾏動規範等なし
u 経営陣の交代
u 不透明な経費プロセス
u 政府系事業

内部監査
部⾨結果共有

連携

統制評価シート／従業員アンケート
報告 報告 報告

配布 配布 配布

バーチャル組織によるガバナンスのヒント②

具体例



３）バーチャル組織と法務課題
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⾃⼰紹介：久保光太郎

久保光太郎
（くぼこうたろう）
AsiaWise法律事務所代表、
AsiaWise Group共同創業者、
⽇本法弁護⼠

⽶国、インド、シンガポー
ル駐在経験をもとに、イン
ド、東南アジア等のクロス
ボーダー案件（現地進出・
M&A、コンプライアンス、
紛争等）を専⾨とする。⻄
村あさひ法律事務所シンガ
ポールオフィス代表等を経
て、2018年AsiaWise法律事
務所を設⽴。

2008-09 ⽶国法律事務所出向

2009-10 インド法律事務所出向

2010-11 シンガポール⽇系企業出向

2012-16 シンガポール⽇系法律事務所
⽴上げ駐在



⼀時帰国の法的論点

© AsiaWise 17

項⽬ 法的論点・検討
社内規程の適⽤関係 駐在先の現法の就業規則、社内規程は引き続き適⽤され

ると解される。
⇒リモートワークを前提とした就業規則、社内規程の整備。

労働法の適⽤関係 労働法の適⽤関係については、駐在国の労働法の適⽤範
囲の問題。
[参考]⽇本の労働基準法については、⽇本法⼈に所属する
従業員が海外に⼀時出張する場合も適⽤されると解され
ている。

契約上の整理 出向契約については引き続き維持することになる。
その他
(居住性の論点)

ビザを維持することが可能か、居住取締役・代表者の居
住性の要件（適⽤がある場合）についても要チェック。

①社内規程、②労働法、③契約上の整理、④その他（居住性の論点）等
について整理が必要。



本帰国して「役務提供モデル」でサポートする場合の法的論点
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項⽬ 法的論点・検討
社内規程の適⽤関係 現法側の就業規則、社内規程は適⽤されず、本社側の就

業規則、社内規程が適⽤される。
⇒現法の就業規則、社内規程で適⽤が必要な条項について
は、本社と現法の間の業務委託契約に明記することが必
要（備品、経費償還等）。

労働法の適⽤関係 現法側の労働法はもはや適⽤されない。
契約上の整理 出向契約は解除し、本社と現法の間で業務委託契約を締

結する。
その他
(居住性の論点)

⾮居住者として取締役に就任することは可能。取締役会
のリモート参加の可否、議事録の電⼦署名等の論点あり。

法律⾯単独では⼗分整理がつく印象。ただし、税務上の必要性やリス
ク・マネジメントの観点からの整理との整合性については要検討。



第2部 駐在経験者に聞く
「バーチャル組織」の実務上の論点
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GuestSpeaker1: 沖元⿓哉⽒

株式会社デンソー法務部担当課⻑ 兼
DENSO International India Pvt. Ltd.法務部
Senior Advisor

2000年⼊社以来、⼀貫して法務部⾨に
従事。⽇本国内法務担当、⽇本からの
アジア地域法務担当、⽶国地域統括会
社での研修、欧州地域統括会社への出
向等を経て、2018年からインド地域統
括会社であるDENSO International India 
Pvt. Ltd.へ出向。コロナ渦中の2021年11
⽉に⽇本へ所属を戻した後も、リモー
トワークで⽇本からDENSO International 
India Pvt. Ltd.の業務を兼務し、インド地
域の法務業務を継続中。
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GuestSpeaker2: 近藤勝義⽒

⽇本国・⽶国公認会計⼠
⼤⼿監査法⼈および税理⼠法⼈での
勤務。その後、アラブ⾸⻑国連邦に
所在する⽇系企業現地法⼈へ駐在し、
約10名程の現地社員のスーパーバイ
ザーとして財務経理部で勤務。
同社退職後、シンガポールに所在す
る現地法⼈へシニア・マネージャー
として転職し、プロジェクト推進等
の業務に従事。
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Q&A
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【事前に参加者の皆様から頂戴した課題感】
① 当社は、従来から法⼈をまたいだグループグローバルでのバーチャル組
織によるガバナンスを志向してきましたが、コロナ禍もありこれを⼀層
推し進めようとしています。このような状況下で、グループにおけるガ
バナンスを適切に機能させる仕組みの在り⽅がいかにあるべきかは当社
の課題です。また、⾃由にデザインできない法的な制約（税務、内部統
制等の観点で）にどのようなものがあるか明確に理解できていない点も
課題と考えています。

② 国境をまたいだヴァーチャル組織とした場合に、情報管理・輸出管理の
観点での課題や解決策についても学びたい。

③ コスト負担スキームと税務リスク
④ 本社には税務専任組織はありますが、海外各社には必ずしも税務専任メ
ンバーがいないケースが⼤部分。海外関係会社では経理機能の中で税務
兼務しつつ、外部専⾨家に頼らざるを得ない状態で、必ずしも税務の専
⾨性は⾼くない状態。バーチャル的でもよいので、税務に関するグロー
バルネットワークを構築していきたい。

⑤ 現場で発⽣している問題や課題の核⼼に応えるソリューションをバー
チャル組織で導き出せるか。

© AsiaWise 23



本⽇はご清聴頂きましてありがとうございました。
内容についてのご質問は、以下までお寄せください。

seminar@asiawise.legal
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