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Belgium 

 

 

ベルギー移転価格文書化要件 
 

2016 年 12 月 2 日、ベルギー移転価格規制導入の詳細を記した勅令が

公表されました。 
 

概略 
2016 年 7 月 1 日、ベルギーにおける移転価格文書化の要件が公表さ

れました。どの企業が新報告要件に該当するかどうかの閾値に関して

は、2016 年 7 月 7 日付け、ニュースレターに見解を記しています。 

 
新たな法的フレームワークは、OECD の税源浸食と利益移転（BEPS）
行動計画 13 に概ね沿ったものになっています。 

 
勅令は、新ベルギー移転価格規制導入に関する追加の詳細を提供する

とともに、報告すべき事項をより明確にしています。ベルギー税務当

局に対して提出すべき報告書のテンプレートも明らかにされました。 

 

ベルギー移転価格報告要件の概要 
ベルギーにおける最も重要な報告事項と提出期限の概要は以下とおり

です。ベルギー政府によって要求される情報の内容に応じて提出期限

が異なることにご留意ください。 

 

マスターファイル 

• テンプレートが利用可能 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/be/Documents/tax/TaxAlerts/CorporateTaxAlerts/TP%20alert%20-%20Mandatory%20Transfer%20Pricing%20reporting%20requirements%20in%20Belgium%20....pdf


• 納税者は、グループの組織構造の詳細、事業活動、無形資産、財務

状況と税務ポジションを報告することが求められる 

• 英語での提出可 

• 2016 年 1 月 1 日以降に開始する会計年度に関しては、2017 年末

までに提出しなければならない 

 
 
ローカルファイル 

ローカルファイルは特定の 2 つのフォームから構成される： 

 
一般情報を記載したフォーム 
 

• ベルギーにおける事業活動の概要 

• 2016 年 1 月 1 日以降に開始する会計年度から適用（セクション

A1-A8 と C1） 

• ファイルは税務申告書と一緒に提出される必要がある 

• アペンディックスとして移転価格スタディ、フレームワークの同意

書、移転価格メソドロジーや組織構造の詳細を添付することが可能 

 
事業単位毎の詳細情報 
 

• 関連者間と第三者間との取引に関する、営業利益を含む直近 3 年間

の財務情報の詳細 

• 関連者間取引のリストと商品、サービス、無形資産と利息の受け払

いに関する金額 

• 事業単位や取引毎の移転価格メソドロジーや移転価格スタディの開

示 

• 導入を 1 年遅らせた。2017 年 1 月 1 日以降に開始する会計年度か

ら適用（セクション B1 – B12） 

 

したがって、FY2016 に関しては(潜在的な)移転価格文書が用意でき

ているかを提示する義務はまだありません。しかし、関連者間取引の

アームスレングスの性質をサポートするのはこの文書になりますの

で、準備して 2016 年申告書に添付することが推奨されます。 

 
 
国別報告書 
 
通知義務 
 

• テンプレートが利用可能 
（テンプレートの利用は義務ではない） 

• このフォームは、会計年度の終了日までに提出されなければならな

い 

• 国別報告書の閾値に該当する全てのグループ会社は、国別報告をす

る事業体を通知しなければならない（すなわち、親会社、親会社の

代理、その他法的事業体、もしくはベルギー恒久的施設） 

• 2016 年の提出期限延長：初年度については導入を遅らせた。通知

書の提出は 2017 年 9 月 30 日まで 



• 通常郵便もしくは E メールで提出可能： 

BEPS13@minfin.fed.be 

 
国別報告書 
 

• テンプレートが利用可能 

• どのグループ会社が国別報告書を提出するかの通知は、在ベルギー

の会社・支店・恒久的施設によってベルギー税務当局に対してなさ

れなければならない 

• 2016 年 1 月 1 日以降に開始する会計年度の国別報告書は 2017 年

末までに提出しなければならない 

• 2016 年の国別報告書は 2017 年 10 月から提出することが推奨さ

れる 

• ベルギー税務当局が情報交換により国別報告書にアクセスできない

場合は、ベルギーに所在する事業体に国別報告書の詳細を要求する

ことが可能 

 

公式発表ご参照 

ベルギー移転価格文書化要件の導入施策に関する詳細に関しては、

2016 年 12 月 2 日付けベルギー官報をご参照下さい。 (Dutch | 
French) 
 
 

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、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 
 

• ユルーン・レメンス（Jeroen Lemmens）移転価格パートナー

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

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担当者までご連絡く

ださい。 

• 水越 徹 シニア・マネジャー 

tomizukoshi@deloitte.com, + 32 2 600 60 76 
 

• 水野 美有紀 シニア・マネジメントアシスタント 
            mimizuno@deloitte.com, + 32 600 6017 
 
以下の Deloitte のページもご覧ください: 
http://www.deloitte.com/be/tax 

Tax alerts: Japanese Services Group 
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Upcoming events 
14/12/2016 Automatic Exchange Of Information 
15/12/2016 Care 4 Tax 
15/12/2016 Actualités en matière de prix de transfert 
15/12/2016 General terms and conditions in the digital 

area / 4.0 

Replay past webinars 
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