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BEPS: 行動計画 13のベルギー・プログラム法へ

の導入 
 

1．BEPS行動計画 13のベルギー法への導入 

 

税源浸食と利益移転（BEPS）への対応策としての OECDの一連のイ

ニシアチブの内、いわゆる「行動計画 13」は、移転価格リスクの評価

および移転価格調査のための十分な情報を提供することによる透明

性の向上を目指すものです。特に、OECDは、移転価格文書に関す

る三層アプローチにより、多国籍企業に（1）国別報告書、（2）マスター

ファイル、（3）ローカルファイルの作成を義務付けることとなりました。 

 

現在は、各国がこぞって OECDのガイダンスを国内法に移行する手

続きを行っています。ベルギーにおいても、BEPS行動計画 13をどの

ようにベルギー国内法に移行すべきかを明確化したプログラム法草

案が国会に提出されようとしています。 

 

基本的にはベルギーは OECDのガイドラインを踏襲し、三層アプロー

チによる移転価格文書化義務を導入することはほぼ確実です。プロ

グラム法草案では以下の通りです。 

 

 国別報告書作成義務：グループ全体の連結収益 750百万ユ

ーロ超（OECDガイダンスを踏襲） 

 

 マスターファイルおよびローカルファイルの作成義務： 

単体の法定年次決算書の数値が、閾値の内いずれか一つで

も超過する多国籍企業グループに所属するベルギー法人 



o 営業収益と営業外収益の合計が 50 百万ユーロ 

o 総資産が EUR 10億ユーロ 

o フルタイム従業員に換算した、年間平均従業員数 100 

 

上記の内、（ベルギー外の）グループ内企業との取引が年間

100万ユーロを超えないベルギー法人は、ローカルファイル中

の「経済分析」を免除される。 

 

 罰則：上述の義務を順守しない会社に対し、1,250ユーロから

25,000ユーロの罰金。 

 

 適用開始：2016年 1月 1日以降に開始する事業年度 

 

 文書の使用言語：英語も認められるが、当局の要請があれば

ベルギー公用語（オランダ語、フランス語、ドイツ語）への翻訳

をしなければならない。本プログラム法草案が、OECDガイダ

ンスと特に異なる点 

 

 

なお、本プログラム法草案が OECDガイダンスと特に異なる点は、当

局は、国別報告書のデータを国別報告書を経済・統計分析にも使用

することができるとしている点です。OECDガイダンスでは、国別報告

書は、税源浸食と利益移転の潜在的な原因となりうる移転価格リスク

の評価にのみ用いることができるとしていますので、範囲が少々拡大

されることとなります。 

 

 

２．欧州理事会の「国別報告書指令」 

 

欧州理事会では、上記とほぼ同時に、多国籍企業の税務情報交換に

関する欧州理事会指令「国別報告書指令」を採択しました。本指令

は、国別報告書に関する OECDのリコメンデーションについての解釈

を欧州内で調和化することを目的としています。 

 

この指令によりますと、連結収益が 750百万ユーロ以上の多国籍企

業グループは、すでに 2016事業年度から、親会社の税務上の居住

地である EU加盟国の当局に対し国別報告書を提出することを義務

づけられます。 

 

EU内の税務当局間の自動情報交換制度というフレームワークが既

に存在しますので、親会社の加盟国に対し提出された国別報告書の

情報は自動的に他の加盟国の税務当局に共有され、各国税務当局

は、自国の法人の租税回避リスクを評価するためにこれを用いること

ができるようになります。本指令では、国別報告書の作成期限を事業

年度末から 12 ヶ月以内としており、税務当局はそれから 3か月以内

に自動的にこの情報を他国の当局と共有しなければなりません。 
 
 



お問い合わせ 

本ニュースレターの内容についてお問い合わせは、下記の日系企業担当移

転価格専門家までご連絡ください。 

 

 ユルン・レメンス（Jeroen Lemmens）移転価格パートナー  

jlemmens@deloitte.com, + 32 2 600 69 82 

 ポール・ベルトラン（Paul Bertrand）移転価格シニアマネージャー 
paubertrand@deloitte.com, +32 9 393 74 78 

 

国際税務・移転価格に関する全般的なご相談は、下記の日系企業担当ビジ

ネスタックスコーディネーターまでご連絡ください。 

 

 ウ ィム ・ エ イナ ッ テン （ Wim Eynatten ）法人税パー トナー  

weynatten@deloitte.com, + 32 2 600 67 59 

 

ニュースレターに関する日本語でのお問い合わせ、配信先の追加、配信停

止等につきましては、以下のジャパンデスク・ビジネスタックスコーディネータ

ーまでご連絡ください。 

 有馬輝  税務 シニアマネージャー 

tarima@deloitte.com, + 32 2 600 67 57 

 

 

税理士法人 Deloitteのページもご覧ください: 

http://www.deloitte.com/be/tax 
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