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2013 年 3 月以後の配当であってもドイツ配当源泉税の還付の可能性あり
欧州司法裁判所は、少なくとも 10％の株式を保有

を参照しており、外国源泉配当は税額控除なく課

する第三国からの配当の課税に係る国内法に対

税されていたところ、ドイツ源泉配当については控

して、資本移動自由の原則が適用されることを確

除可能であったことから、EU 機能条約（TFEU)と

認した。

矛盾しているといわれていた。しかし、C-262/09 お

2014 年 9 月 11 日に、欧州司法裁判所（Court of
Justice of the European Union（CJEU））は 2001
年まで適用されていたドイツの帰属課税制度につ
いて判決を下した。争点の年に有効であった規定
および租税条約においては、ドイツ税制上、ドイツ
の会社が海外子会社の株式を 10％以上保有して
いる場合の配当は免税であった。しかし、ドイツの
子会社から受領した配当については、親会社の課
税所得に含まれ、子会社によって支払われた法人
税については控除可能であった。仮に、特定の年
において税金を支払わなかった（例えば、ロスポジ
ション）場合には、還付可能であった。
2013 年 2 月 28 日後、10％未満保有の場合の配
当免税については廃止されているが、欧州司法裁
判所の決定は、その後の配当であっても、ドイツに
子会社を有する一定の第三国の親会社による配
当源泉税の還付に対して権利を与える可能性が
ある。

よび他の決定（FII GLO, C-446/04）において、欧
州司法裁判所は、基本的自由の原則に基づく他
の EU の加盟国で課された税金の還付の対象者
は、EU 加盟国だけではないとした。本件 Kronos
case において、欧州司法裁判所は、当時の帰属
課税制度の下では、控除は不能であるとしたが、
外国源泉所得は、また課税されないとされた。そし
て、欧州司法裁判所は、外国源泉配当は免税とし、
国内源泉配当は課税の上、税額控除とする異な
る取扱いとすることについて、両方とも配当受領者
の居住地において配当に対する二重課税のリスク
を解消するものであることから、基本的自由の原
則を侵害しないものとした。
しかしながら、Kronos case の主要な関連事項とし
ては、欧州司法裁判所による基本的自由の原則
の適用に関する言及である。当該事件は、とりわ
け第三国（すなわち、EU 以外の国）の居住者であ
る Kronos Canada Inc.に対する 100％の株式保
有の場合の取扱いを含んでいる。配当の受領者

ドイツの以前の帰属課税制度は、欧州司法裁判

である Kronos International Inc.はドイツの居住

所の Meilicke case（C-292/04 および C-262/09)

者であるが、第三国（US)の法律の下に設立され
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た法人であり、営業地選択自由の原則を行使する

課された源泉税を還付する仕組みを導入した。し

ことができず、このため、関連する TFEU の第 49、

かし、第三国の投資家は、国内法による還付制度

54 条によってカバーすることができなかった。とい

の対象とされないとされた。というのは、連邦財務

うのは、第三国の事業体は、資本移動自由の原

裁判所は、10％未満保有の場合には、区別が撤

則が適用されるときのみ基本的自由の原則が保

廃され、10％以上保有の場合には、投資家は営

証され、関連してくるからである。しかしながら、確

業地選択自由の原則によって保護されないことか

立されている欧州司法裁判所の判例によれば、こ

ら、法律の変更により、第三国の投資家のドイツ

れらの規定は、会社の決定や活動に決定的な影

源泉税還付の権利が消滅すると推定されることを

響力を行使する株式保有者のみに適用されること

理由としている。Kronos に関する決定は、第三国

を意図された国内法については適用されない。

の投資家が分配対象会社の株式の 10％以上保

Kronos case の判決において、外国配当に対して
免税方式が適用されたのは、子会社に対して少な
くとも 10％を保有するときのみであった。2012 年
の判決においては、ドイツ連邦財務裁判所（BFH）
は、同様の場合において、少なくとも 10％以上の
みに対する国内法の適用は、資本移動自由の原
則によってカバーをされておらず、可能な場合に

有するときに、依然として源泉税の還付の機会が
あることを明らかにしている。たとえ 100％の株式
保有の場合であっても、資本移動自由の原則は、
国内法によって配当免税が適用されるときに適用
される可能性があることから、基本的自由の原則
の制限は、2013 年の法令の改正によって、消滅し
ていなかった。

は、営業地選択の自由の原則のみによってカバー

このため、重要な株式持分からの配当について、

されると判断した（BFH, 2012 年 8 月 29 日, I R

ドイツ源泉税を課されている第三国のすべての投

7/12）。ところが、Kronos case においては、欧州

資家は、たとえ、当該配当が 2013 年 3 月 1 日以

司法裁判所は、10％の閾値は、財務的投資のみ

後の配当であっても、当該源泉税の還付の可能

を意図する株式所有者を除外するものの、会社の

性について検討すべきである。

決定や活動に決定的な影響力を行使する保有者
のみに適用されると考えるには十分に高くないこと
から、資本移動自由の原則が適用されるとした。
このため、第三国を源泉とし、営業地選択の自由
の原則が適用できない事業体に対する配当につ
いては、親会社の実際の関与にかかわらず資本
移動自由の原則が適用できる可能性がある（とい
うのは、これらの原則の適用は、親会社による株
式保有よりも、法律がカバーしようと意図した株式
保有に基づいているからである)。
本件 Kronos 判決における営業地選択の自由の
原則から資本移動自由の原則に係る説明につい
ては、第三国における EU 投資家同様に、EU にお
ける第三国の投資家と関連している。一つの例と
しては、基本的自由の原則を侵害するものと考え
られるドイツ子会社から第三国の親会社に対して
支払われた配当に課された源泉税還付の問題が
含まれる。
2013 年の 3 月 1 日から、ドイツは、従来の 10％未
満の株式保有の配当免税を廃止し、外国投資家
との区別をなくす一方で、それ以前において一定
の EU 投資家が 10％未満の株式を保有する際に
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