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ラリア・オランダにおける最新の税制動向 

 

2020年 6月 
 

本ニュースレターは、個人・ファミリーまたは事業に影響を与え得る海外の主要当局の動きに注目しているクライアント向けに、デロイト ト

ーマツ税理士法人の専門家が重要であると考える最新税務情報を英語および日本語でお届けするものです。 

  

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、前例のないレベルで世界中の個人や企業に影響を与えました。以下の記事では、これに関

連した国際的な税制の動向を見ていきます。また、日本、米国、香港、オーストラリア、オランダにおけるその他の重要な税改正について

も概説します。 

 

国/地域別の最新情報 

1. グローバル 

OECD事務局の租税条約に関する分析と新型コロナウイルスによる影響 

2020年 4月 3日金曜日、経済協力開発機構（OECD）事務局は、 新型コロナウイルスが世界的に流行した際の租税条約規定の適用

に関する見解を発表しました。要約すると、OECD事務局は次のように述べています： 

 法人税申告 

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、最高経営責任者（CEO）やその他の上級管理職の転勤や出張ができなくなった結果、

会社の経営を行う場所が変更される可能性がある  

 恒久的施設（PE） 

企業によっては、通常勤務している国以外の国にいる従業員、または 新型コロナウイルス の感染拡大の間に自宅で勤務している従

業員が、それらの国で PEを作成し、納税申告および納税義務が必要となる事態を引き起こすことを懸念する可能性がある 

事業の固定された PE: 新型コロナウイルス感染拡大の間、自宅にいてリモートで仕事をしている個人は、通常、政府の指示の結果

としてそうしている。このような状況は不可抗力を含み、企業の要求から生じるものではない 

従属代理人 PE:非居住者の雇用主のために一時的に在宅で働く個人の活動が、従属代理人 PEを生じさせることができるかどうか

についても同様の問題が生じることがある 

 個人住民税 

複雑な規制や、影響を受ける可能性のある広範な個人に適用されるにもかかわらず、特別条項は通常通り作用することから 新型コ

ロナウイルス の状況が個人の条約上の居住地の地位に影響を及ぼす可能性は低い 

ソース（英語）: https://www2.deloitte.com/by/en/pages/tax/articles/oecd-analysis-of-tax-treaties-and-the-impact-of-covid--19.html 

2. 日本 

2020年の税制改革下の配当金規制の概要 

日本の税法では、株式の譲渡益は法人株主レベルで全額課税されますが、一部の適格配当は非課税です。潜在的な二重課税の可能

性を最小化するために、法人株主は株式譲渡の前に子会社に非課税の配当を支払わせ、利益剰余金とキャピタルゲインを減らすことに

よって子会社の留保利益を 「取り除く」 ことをしばしば選択します。しかし、2020年の税制改正の一環として導入された新たな配当規制

の結果、このような子会社からの配当と子会社株式の譲渡を組み合わせた租税回避策はもはや実現不可能となる可能性があります。 

つまり、一定の条件の下では、法人株主の保有する株式の帳簿価額は、支払われた配当の非課税部分によって減額されるため、譲渡

所得計算上の適格配当の支払いによる利益が無効になります。 

https://www2.deloitte.com/by/en/pages/tax/articles/oecd-analysis-of-tax-treaties-and-the-impact-of-covid--19.html
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ソース（英語）： https://www.taxathand.com/article/13503/Japan/2020/Overview-of-anti-dividend-stripping-rules-under-2020-tax-

reform 

3. オランダ 

ベルギーとオランダ間の条約：控訴院による配当金源泉税の非居住株主への還付を認めない判決（欧州連合の機能に関する条約） 

控訴院の s-Hertogenboschは、ベルギーに居住する実質株主に対して配当源泉徴収税の還付を認めないことについて、ベルギー・オラ

ンダ所得資本租税条約( 2001 年)(2009 年までに改正)に準拠していると判断しました。納税者は、ベルギーに居住し、オランダに設立さ

れた有限責任会社の実質株主です。2012年 12月 31日、当社は、15%の配当源泉徴収税を源泉徴収し、納税者に配当を行いました。

ベルギーは配当源泉徴収税の控除をしていないため、納税者はオランダで支払った源泉徴収税の還付を請求しましたが、この主張は税

務調査官によって否定されることとなりました。 

ソース（英語）： Netherlands; Belgium - Treaty Between Belgium and The Netherlands; Court of Appeal Rules Refusal to Refund 

Dividend Withholding Tax to Non-Resident Director/Substantial Shareholder Compatible with Treaty and TFEU (1 May 2020), 

News IBFD (accessed 8 June 2020). 

控訴裁判所はオランダの子会社が配当金の受益者と認めない判決―配当金源泉税の相殺は認めない決定 

2020年 5月 12日、アムステルダム控訴裁判所は、アメリカの銀行グループのオランダ子会社は法人税に対して配当源泉徴収税と相殺

することを認めないことを決定しました。その理由は、配当時に納税者が株式の法的所有者であることが適切に文書化されていなかった

からでした。したがって、納税者もまた、当該配当の受益者とはいえず、当該配当に係る配当源泉徴収税額の控除を受けることもできな

い結果となりました。  

ソース（英語）：Netherlands - Appeals Court Holds Dutch Subsidiary Not Beneficial Owner of Dividends – No Set Off of Dividend 

Withholding Tax (26 May 2020), News IBFD (accessed 8 June 2020). 

4. 米国 

IRSが Publication 515規定を更新:非居住者である外国人及部外国法人に対する租税の源泉徴収 

米国内国歳入庁（IRS)は、Publication 515（非居住者である外国人及び外国法人に対する租税の源泉徴収)の改訂版を公表しました。  

Publication515 は、非居住者外国人、外国法人、外国組合、外国信託、外国不動産、外国政府及び国際機関を含む外国人に所得を支

払う源泉徴収代理人のための指針を提供しています。  

ソース（英語）： United States - IRS updates Publication 515 – Withholding of Tax on Non-resident Aliens and Foreign Entities (1 

March 2016), News IBFD (accessed 4 June 2020). 

5. オーストラリア 

連邦政府、外国投資認可の大幅変更を発表 

2020年 3月 29日、現在も続いている新型コロナウイルスの世界的流行を考慮して、オーストラリアの財務担当官ジョシュ・フリーデンバ

ーグ氏は暫定的な措置を 「コロナウイルスの蔓延から生じる経済的影響に対処するにあたり、オーストラリアの国益を守るため」に即時

発効すると述べました。 

 1975年外国企業買収法（Cth)（FATA）が適用されるオーストラリアへの全ての外国投資は、「外国投資家の価値や性質にかかわ

らず」外国投資審査委員会（FIRB）の承認を必要とする 

 審査期間を 30日から 6カ月に延長 

ソ ー ス （ 英 語 ） ： https://www.taxathand.com/article/13231/Australia/2020/Federal-government-announces-significant-foreign-

investment-approval-changes 

6. 香港 

IRDが電子商取引とデジタル資産の課税に関する最新のガイダンスを発行 

2020年 3月 27日、香港内国歳入庁（IRD）は、部門解釈実務ノート No.39（DIPN 39改訂）は、電子商取引（Eコマース）取引とデジタ

ル資産に広く適用される課税原則を定めました。  

改訂版 DIPN 39では、サーバー恒久的施設（PE）が存在するとみなされるための要件を含め、香港で電子商取引が行われているとみ

なされる要件について詳細に論じています。 

改訂版 DIPN 39では引き続き議論が行われ、納付者に源泉徴収税債務があるかどうかを検討する際に関連する所得の特徴付け（事

業収入やロイヤルティー）の例が更新されています。また、関連する移転価格の概念の概要を提供し、デジタル資産の利益課税上の取

扱いを定めるものとなっています。 

ソース（英語）：https://www.taxathand.com/article/13275/Hong-Kong/2020/IRD-issues-updated-guidance-on-taxation-of-e-

commerce-transactions-and-digital-assets 

https://www.taxathand.com/article/13503/Japan/2020/Overview-of-anti-dividend-stripping-rules-under-2020-tax-reform
https://www.taxathand.com/article/13503/Japan/2020/Overview-of-anti-dividend-stripping-rules-under-2020-tax-reform
https://research.ibfd.org/#/doc?url=/document/tns_2016-03-01_us_2
https://research.ibfd.org/#/doc?url=/document/tns_2016-03-01_us_2
https://www.taxathand.com/article/13231/Australia/2020/Federal-government-announces-significant-foreign-investment-approval-changes
https://www.taxathand.com/article/13231/Australia/2020/Federal-government-announces-significant-foreign-investment-approval-changes
https://www.ird.gov.hk/eng/pdf/dipn39.pdf
https://www.taxathand.com/article/13275/Hong-Kong/2020/IRD-issues-updated-guidance-on-taxation-of-e-commerce-transactions-and-digital-assets
https://www.taxathand.com/article/13275/Hong-Kong/2020/IRD-issues-updated-guidance-on-taxation-of-e-commerce-transactions-and-digital-assets
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新型コロナウイルスに対する国別の主な税制改正 

国 新型コロナウイルス（COVID-19）税務情報 リンク 

オーストラリア JobKeeperスキームの重要な進展に関する発表:詳細は財

務および更新された財務のファクト・シートにより発表された 

https://www.taxathand.com/article/13465/Austr
alia/2020/Significant-developments-to-
JobKeeper-scheme-announced 

香港 新型コロナウイルス に対応した税制・金融面での第 3次支

援策発表:賃金助成、納税期限の延長などを柱とする 

https://www.taxathand.com/article/13378/Hong
-Kong/2020/Third-round-of-tax-and-financial-
relief-measures-in-response-to-COVID-19-
announced 

日本 新型コロナウイルス緊急経済対策の一環として提案された

追加的な減税措置には、1年間の納税延期、特定の企業

に対する欠損金の繰戻し、テレワークへの投資に対する助

成金が含まれる。 

https://www.taxathand.com/article/13376/Japa
n/2020/Additional-tax-relief-proposed-as-part-
of-COVID-19-emergency-economic-response-
plan 

オランダ 新型コロナウイルス に対応した付加的な VAT措置:VAT

免除は医療従事者のアウトソーシングと無料医薬品の提供

に適用される 

https://www.taxathand.com/article/13490/Neth
erlands/2020/Additional-VAT-measures-in-
response-to-COVID-19 

シンガポール 新型コロナウイルス における GST遵守とキャッシュフロー

の管理:ファイリングと支払い期限の延長はビジネスを支援 

https://www.taxathand.com/article/13412/Sing
apore/2020/Managing-GST-compliance-and-
cashflow-during-COVID-19 

米国 民主党下院、 「第 4段階」 の景気回復案を発表 http://newsletters.usdbriefs.com/2020/Tax/TNV
/200512_1.html 

イギリス 新型コロナウイルス を考慮した英国滞在試験の例外的な

状況に関する新たなガイダンス:HMRCは、新型コロナウイ

ルスのために英国で過ごした日数は滞在日数とみなされる

かどうかについてのガイダンスを作成した。 

https://www.taxathand.com/article/13265/Unite
d-Kingdom/2020/New-guidance-on-
exceptional-circumstances-for-UK-residence-
test-in-view-of-COVID-19 
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Deloitte Private Japan とファミリーコンサルティングサービス 

Deloitte Private Japanは、民間企業、その所有者、および事業とは別に多額の資産を保有する個人が、効果的な事業戦略と税務戦略

を理解、計画、および実行するための支援を行います。 

ファミリーコンサルティングサービスでは、事業資産および資産を所有および管理する家族に 4つのサービスを提供しています。 

 ファミリーガバナンス最適化 

 コンティンジェンシープランニング 

 後継者育成サービス 

 ファミリーオフィスサービス 

私たちは、オーナーファミリー・ファミリービジネスに寄り添う「番頭さん」として、「誰に聞いたらいいかわからない..」というお客様のお悩み

を解消します。問題がいかに複雑であっても、一つの窓口を通じてファミリーの繁栄をサポートいたします。また、国内外のデロイトネット

ワークを駆使し、以下のサービスを通じてファミリーとそのビジネスを支援します。 

 所得税のアドバイザリーおよびコンプライアンスサービス 

 オーナーとそのご家族の資産計画 

 国際税務・資産コンサルティング 

 ファミリー企業コンサルティング 

 承継相談 

 国境を越えた継承・再編支援 

 家族統治とオーナー家族のための評議会支援 

 

詳しくはWebサイトをご覧ください。 

www.deloitte.com/jp/family-consulting-jp 

 

過去のニュースレター 

過去に発行されたニュースレターは、下記のウェブサイトをご覧ください。 

www.deloitte.com/jp/family-consulting-newsletter-jp 

 

お問い合わせ 

ニュースレターに関するご質問やご意見は、下記の担当者までお問い合わせください。 

パートナー  

河野 絵美  

マネジャー  

アレックス・ウォーターズ 

 

マラワン・エルガムラウィ 

デロイト トーマツ税理士法人 ファミリーコンサルティング 

Tel: 03-6213-3800 

email:  tax.cs@tohmatsu.co.jp 

 

ニュースレター発行元 

デロイトトーマツ税理士法人 

東京事務所 

〒100-8362東京都千代田区丸の内三丁目 2番 3号丸の内二重橋ビルディング 

Tel：03-6213-3800（代） 

email：tax.cs@tohmatsu.co.jp 

会社概要：www.deloitte.com/jp/tax 

税務サービス：www.deloitte.com/jp/tax-services 

ファミリーコンサルティングサービス：www.deloitte.com/jp/family-consulting-jp 

  

http://www.deloitte.com/jp/family-consulting-jp
http://www.deloitte.com/jp/family-consulting-newsletter-jp
http://www.deloitte.com/jp/family-consulting-newsletter-jp
mailto:tax.cs@tohmatsu.co.jp
mailto:tax.cs@tohmatsu.co.jp
http://www.deloitte.com/jp/tax
http://www.deloitte.com/jp/tax-services
http://www.deloitte.com/jp/family-consulting-jp
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らびにそのグループ法人（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同

会社、デロイト トーマツ税理士法人、DT弁護士法人およびデロイト トーマツ コーポレート ソリューション合同会社を含む）の総称です。デロイト トーマツ グ
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