Global Tax Update
ドイツ

デロイト トーマツ税理士法人
2016 年 7 月

※本ニュースレターは、英文ニュースレターの翻訳版です。
日本語訳と原文（英文）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。

ドイツにおける Brexit に係る税務上の影響
2016 年 6 月 23 日、英国の国民投票において、UK
の EU 離脱への支持が過半数となった。これにより、

る。仮に欧州理事会が、延長を望まない場合には、
EU が締結している諸条約と EU の下位法令（例：

直ちに、UK が EU から離脱するわけではなく、離脱
後の関係について、今後数カ月、そしておそらくは 1

EU 規則、EU 指令）は、UK には適用されなくなる。

年を超える交渉が EU と UK の間で行われる。当該
交渉期間中、企業は、会計・税務・法務へ与える影

(2)

現段階において企業に必要とされるアクション

響について注視する必要がある。

経済的影響、とりわけ金融市場に与える即時的な
影響は避けられないが、離脱までは、UK は EU の

いつ、どのように離脱するか

一員であることから、当分の間は、法制度の改正等
は行われない見込である。しかしながら、離脱によ

(1)

2016 年 6 月 23 日に、国民投票により UK の EU 離
脱（Brexit）が決定したが、離脱が直ちに行われるわ

る、会計税務、法務の変更の可能性を考慮に入れ
て、企業の意思決定は行われるべきと考えられる。

けではなく、UK の有権者が UK 離脱手続の開始の
承認をしたにすぎない。当然ながら、離脱が実施さ

さらに、組織の変更や、離脱により、会計税務的に
負の影響が考えられる場合には、現在のストラク

れる前に様々な交渉が必要となる。離脱交渉をする
ためには、リスボン条約 50 条にのっとり、UK は欧

チャーについて、再検討、修正が必要と考えられる。
離脱交渉を注視し、離脱の際に発生し得る事象に

州理事会に対し、正式に離脱要請を通知する必要
がある。その後初めて、UK は EU と離脱に関する

準備すべきと思われる。

詳細を協議することができ、これにより、EU と UK の
今後の関係のフレームワークが決定される。

(3)

リスボン条約第 50 条第 3 項によれば、離脱協定の
発効、または EU 離脱に関する欧州理事会への通
知から 2 年経過後に、UK は EU を離脱することが
できる。当該 2 年の期間については、欧州理事会に
おける（離脱国であるイギリスも含む）全加盟国の
承認が必要となっている。今のところ、離脱に関す

UK の EU 離脱により想定される影響

離脱協定が最終的に合意されるまでは具体的な影
響は明らかにならないが、予想される EU と UK の
関係に関連する影響は多岐にわたる。以下は、
Brexit による、会計税務、法務上検討が必要とされ
る事項に関する初期的一般的見解であり、個別事
例に関する具体的分析ではないことに留意を要す
る。

る複雑な手続には 2 年以上かかることが想定され
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(4)

国際協定（例：欧州経済領域（EEA））と国内

ドイツはライセンスフィーに対する源泉税を課

法

している。過去において、一定のストラク
チャーにおいては免税とすることができたが、

EU を離脱すると、EU の上位法令、下位法令が適

今後は、租税条約で同様の特典を与えていな
い限り免税とすることは難しくなり、とりわけ、

用されなくなり、欧州司法裁判所の決定や、EU 法と
の調和の観点からの国内法の解釈は、考慮不要と
なる。しかしながら、EU 指令は直接効を有しないた
め、すでに国内法に取り込まれており、離脱後も当
該国内法の適用は継続する。EU のフレームワーク
に基づき構築された UK の法制は、一定の修正を受

東欧諸国との関係に影響を与える可能性があ
る


設立された会社においては、課税を生じない
ことが可能であった。しかしながら、EU を離脱

けながらも、UK に残ることになる。

した後は、当該条件を満たすことができなくな
る。このため、一般的な組織再編関連の法令

さらに、いわゆる混成協定、すなわち、EU レベルに
おける協定への参加とは別途、イギリスが EU 加盟
国として独自に合意した国際協定については、離脱
後も存続することになる。このような混成協定に欧
州 経 済 領 域 （ European Economic Area ： 以 下
「EEA」）も含まれるが、イギリスが EEA に継続加入
するか否かは、EU 離脱の際の議題となる。エネル
ギー憲章条約など、経済分野において UK の経済
関係にとって重要な協定に関しては、今後も維持さ

に基づき、原則として利益が実現し課税が発
生すると考えられる
ドイツ国内税法の規定に基づき、UK が EU 加盟国
うとしてのステータスを失うことにより、次に掲げる
一定の特典が失われる。


れると思われる。
(5)

税務に与える影響

1)

法人税所得税への影響

（Controlled Foreign Company Rules：以下
「CFC ルール」）上、原則として UK 子会社の
留保所得は合算対象になっている。しかしな
がら、通常は、UK において相当な実体を有し

会社間配当指令、利子および使用料指令、合併指
令）の適用はなくなる。これにより次の影響が考えら

ていることが多く、この場合、十分な実体があ
るものとして、CFC ルールの適用を受けない

れる。



UK の法人税が 25％未満となって以来、UK は、
ドイツ外国税法に定める軽課税国に該当する。
結果として、ドイツのタックスヘイブン対策税制

離脱により、直接税の分野における EU 指令（親子



EU において、一定の組織再編（合併、会社分
割等）については、EU 加盟国の法令に基づき

ドイツの会社は、これまでは、UK の親会社に

ことが可能であった（外国税法第 8 条第 2 項）。
離脱後は、EU 加盟国のための例外規定は

対する利益の分配において、源泉税の税率が
ゼロであることの恩恵を受けており、源泉税の

UK 子会社には適用されなくなるため、例えば、
UK 子会社で受け取る利息などの投資性所得

徴収を行うことなく（あるいは、UK の会社が徴
収された源泉税の全額の還付を受ける）で配

は、仮に UK において経済活動を行っていたと
しても、CFC ルールに基づき課税される可能

当をすることができた。UK 親会社による間接
保有の場合も同様であり、UK への配当に係

性がある


親子会社指令に基づく EU の会社からの配当

る源泉税がゼロであるので、例えば、オランダ
中間持株会社が税務目的以外で設置された

についての営業税における簡易配当免税は
適用できなくなる。今後は、UK 子会社からの

ことを証明することなしに、オランダの中間持
株会社への配当源泉税をゼロとすることがで

配当が免税となるための要件は厳しくなる。い
わゆる株式保有機能がある子会社からの配

きた。今後は、UK において受取配当が免税で
あることから、外国税額控除の対象とならない

当の場合、免税要件の充足が簡単でないこと
から、特に、UK 子会社に株式保有機能があ

当該配当に係る英独租税条約の規定に基づく
軽減税率の 5％の源泉税は、コストになる可

るときに、その他の事業に紐付けできない孫
会社から受ける利益については、免税とでき

能性がある

なくなる可能性がある

UK においては、配当に対する源泉税を徴収し
ていないが、利子に対しては課しており、また、



ドイツに管理支配地があり、UK の Ltd(有限責
任会社)を含む一定の法人が、UK に移転する
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場合には、法人税法第 12 条第 3 項に従い、

3)

移転価格と事務

税務上は、清算扱いとなる。この場合、UK に
移転された資産の含み益だけではなく、事業



税務における事務協力指令が適用されなくな
ることから、納税者は、今後、要件充足を示す

の一部がドイツに留まっても、当該会社のす
べてが清算されたものとして取り扱われる


ための負担が増加する


UK は、EU 仲裁協定から離脱する可能性があ
る。ただし、ドイツ UK 間に関しては、独英租税

（exit tax）の対象になった者が特に影響を受
ける。当該出国税は、担保の提供と利息の負

条約第 26 条第 5 項に既に仲裁規定は含まれ
ている

担をすることなしに課税を繰り延べることがで
きた。しかしながら、当該課税の繰延は取り消



しとなり、出国税の即時納付が必要となる可
能性がある

移転や組織再編に関し、出国税が課される可
能性がある



Brexit に伴う影響回避のための組織再編を行
う際には、いわゆる機能移転課税のトリガーと

2)

関税／VAT／国際貿易法への影響



UK が EU を離脱した場合、UK は EU 共同市
場に属さなくなるので、UK との貿易に関税法
が 適 用 さ れ る 。 従 来 は 付 加 価 値 税 （ Value

ならないように留意する必要がある
4)

その他の税トピックス



UK の EU 離脱は、ユーロに対する UK 通貨ポ
ンドの下落により、為替差損をもたらす可能性

Added Tax：以下「VAT」）上のみ EU 域内供給、
域内取得とされていたものが、輸出、輸入と取

がある。ポンドによる債権を保有するドイツ納
税者は、税務簿価の評価減を検討する必要

り扱われる


がある。基準は短期債権、長期債権の別によ
り異なる

EU と UK との間の貿易に関税が課される可
能性が生じる。取引価格の上昇要因となるた
め、取引価格について再検討が必要となる





EU 域内供給、域内取得といった制度含む、課
税資産の譲渡と役務提供をカバーする共通の

離脱した後は、UK 法に基づく法人格として、ド
イツでは法的に扱われなくなる。税法上は、法

視する必要がある

人形態の変更に当たるため、資産の含み益が
課税される可能性がある。このため、会社法

現在の登録地とは異なる加盟国での VAT の
登録義務が生じる可能性がある







上の取扱いについても注視し、適時に、税務
上の有利な組織再編を行えるようにするべき

物品税が課税される貨物の輸送に際しては、
共通化された個別消費税課税制度（およびそ
の IT シ ス テ ム で あ る Excise Movement

Brexit の会社法上の影響が、税法上の取扱い
に疑義を生じさせる可能性がある。例えば、
UK 法に基づく法人格（例えば、UK Limited）
の管理支配地がドイツの場合、UK が EU から

VAT システムが適用されなくなるため、今後
UK がどのような課税制度を導入するかに注


EU 指令とは異なる多国間協定ではあるが、

個人に対する課税については、UK に移住した
個人のうち、外国税法第 6 条により、出国税

である


また、UK の EU 離脱により、残りの EU 加盟

Control System（EMCS）が今後適用されなく
なる。今後は、新たな税負担を回避するため

国において金融取引税の導入が促進される
可能性がある。これは、金融取引税に対して、

に、UK に関連する輸送について、詳細に検討
される必要がある

UK が主に反対していたからであるが、Brexit
に係る国民投票の前であっても、UK は、金融

物品税が課税となる貨物の UK への輸出に際
して、税関の輸出手続が必要となるため、シス

取引税導入に関する検討部会の 10 カ国のメ
ンバーには含まれておらず、金融取引税のフ

テムの改修が必要となる

レームワークについて、当該 10 カ国が合意で
きるかどうに金融取引税の導入はかかってい

UK への物品の供給は、国際貿易法上、今後
は輸出と取り扱われることから、輸出許可等
の手続が現在と比較して煩雑となる可能性が

るといわれている

ある
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