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ドイツ財務省：2015 年税制改正案を公表、オーナーシップ変更による繰越欠損金利用制限の緩和、
ほか
ドイツ財務省は、2015 年予算の中で承認されな

会社のように 2 以上の株主が存在するので、グ

かった事項を含む税制改正案を公表した。

ループ内再編の例外規定は適用されない。

2015 年 2 月 20 日、ドイツ財務省は、もともと 2015

ドイツ財務省案によれば、100％保有の究極の親

年予算にあったが先送りされていたいくつかの施

会社が含まれる譲渡、および究極の株主がパート

策を含む税制改正案を明らかにした。ただし、これ

ナーシップ、もしくは個人の場合のトランザクション

には、同じく先送りされていたアンチハイブリッド

にまで、グループ内再編の例外規定が拡大されて

ルールやアンチダブルディップルールの導入など

いる。改正案の中身は、2014 年に議論されたもの

は含まれていない。

と同じである。

(1)

2015 年税制改正案の主な項目

1)

オーナーシップ変更ルールに関するグルー

改正法は、2009 年 12 月 31 日後発生した株式譲
渡まで、さかのぼって適用することが予定されてい
る。

プ内再編の例外規定の拡大
オーナーシップ変更ルールにおいては、「有害な
オーナーシップの変更」とされる場合には、繰越欠

2)

パートナーシップにより不動産が保有される
場合の不動産移転税

損金、繰越利子および当期損失は消滅する。ただ

不動産を保有するパートナーシップの持分の 95％

し、2010 年に導入されたグループ内再編に係る例

以上を、5 年以内に、直接または間接に新たな

外規定を充足する場合には消滅しない。当該規定

パートナーに譲渡した場合には、不動産移転税が

に基づくと、譲渡および譲受法人の双方を、直接

発生する。当該ケースにおいて、不動産保有パー

または間接に 100％保有する唯一の株主が存在

トナーシップが、当該不動産を新たなパートナー

する場合には、有害なオーナーシップの変更とは

シップに譲渡したものと擬制される。

みなされなくなる。
2013 年の連邦税務裁判所の決定によれば、不動
現行の規定の文言およびドイツ税務当局の解釈

産を保有するパートナーシップの間接的な持分変

によれば、究極の親会社が、トランザクションに含

更の判定については、「経済的」アプローチが採用

まれている場合は、通常、究極の親会社には上場

され、パートナーシップ・法人ともに、透明な（パス
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スルー性がある）ものとして扱われるとされていた。

Shifting：税源侵食と利益移転）の報告書について

連邦税務裁判所は、さらに、不動産を保有する

議論し、その最終提言をどのようにドイツの法律に

パートナーシップの直接のパートナーについて直

適用するかを検討するタスクフォースを設置してい

接または間接に 100％の持分変更する場合に、不

る。法制化へのアクションは、2015 年後半か 2016

動産移転税法における「究極のオーナーシップ変

年と予想される。

更テスト」の規定に基づく間接的な持分変更として
認められるものとしていた。

2)

株式譲渡に係るキャピタルゲインの 95％免
税適用における最低 10％の株式保有要件

これに対し、改正案は、連邦税務裁判所のアプ
ローチを廃止、税務当局のポジションを成分化す

の導入
改正案は、2015 年第 2 四半期に、投資関連税制

るものとなっている。税務当局および改正案の文

の改正事項の一つとして明るみになると見込まれ

言によれば、不動産を保有するパートナーシップ

ている。

に関し、パートナーが法人の場合と、パートナー
シップの場合で異なるテストが適用される。当該

3)

EU 法に基づく源泉税の還付請求の対応を
連邦税務署に集約化

パートナーが法人の場合には、95％以上の当該
法人の持分が、直接または間接に新しい株主に

当該ポイントについて議論するためにタスクフォー

譲渡されるときに、間接持分譲渡とみなされる。一

スが設置されている。

方で、パートナーシップがパートナーのときは、不
動産保有パートナーシップに対するパートナーの

連邦政府は、3 月 25 日に改正案をさらに進める意

プロラタ間接持分に基づいて、有害な持分譲渡が

思決定を行い、正式な法制化プロセスに入ってい

生じているか判定される。

る。

改正案の文言は 2014 年のものと同じであり、改
正法は、施行後に行われる持分譲渡から、適用さ
れる見込である。
3)

組織再編における対価

2014 年のときと同様に、改正案は、非課税組織再
編において、現金や貸付金などの株式でない対価
を譲受法人から譲渡人に対して与えることに対す
る制限規定を含んでいる。改正案は、現物出資さ
れる資産の簿価の 25％または、300,000 ユーロを
制限としている。この限度額を超える場合には、当
該トランザクションは課税対象となる。
当該規定は、2014 年 12 月 31 日後に行われるト
ランザクションから遡及して適用される見込であ
る。
(2)

2015 年税制改正案に含まれていない項目

2015 年税制改正案には次の事項が含まれていな
い。
1)

アンチハイブリッドルールおよびアンチダブ
ルディップルールの導入

当初の改正案のように、連邦政府は 2015 年に公
表される BEPS（Base Erosion and Profit
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過去のニュースレター
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