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※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。

1.

タックス ルーリングに関する情報交換
を含む税務の透明性に対する取組み

欧州委員会は「税務の透明性に対する取組み
（tax transparency package）」を公表し、それに
は租税回避行為を防止するための提案が含まれ
ている。
(1)

税務の透明性に対する取組み

本取組みでは、2014 年に欧州評議会が改正した
「 税 務 上 の 行 政 協 力 に 関 す る EU 指 令 （ EU
directive on administrative cooperation in the
field of taxation）」が再度改正されることになり、
EU 加盟国の税務当局が出したクロスボーダー案
件に関するタックス ルーリングの全面的な透明性
を求める新たな措置（以下「本措置」）が規定され
ることになった。（現行、当該指令は、管轄国間の
自動的情報交換に関する OECD・G20 の国際基
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本措置は、EU 加盟国の税務当局がクロスボー

関する情報を自動的に交換することが主に提案さ

ダーの案件に対し承認したタックス ルーリングに

れている。

関する情報を他の EU 加盟国の税務当局と四半
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タックス ルーリングの主要な目的は納税者に法
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的な確実性を事前に与えることにあるが、差別的

た加盟国に追加情報を要請することもでき、必要

な税制優遇や軽課税国への作為的な利益移転が

に応じて濫用への対抗措置を取ることができる。

ルーリングとして認められた場合は税源浸食につ
ながる可能性がある。欧州委員会は差別的な税
制優遇措置が競争をゆがめていないかを判断す
るため、既にいくつかの加盟国により承認された
特定のタックス ルーリングに対しては、EU 国家
補助禁止規定に抵触しないかについて個別に検
討を開始しており、対象国に当該ルーリングに関
する情報を提供するよう依頼している。

(2)

デロイトのコメント

本取組みは、租税回避および脱税の防止、透明
性の向上ならびに EU 税務当局間の協力を強化
する EU の取組みにおける新たな試みである。欧
州委員会は、「1997 年法人課税に関する行動規
範（1997 code of conduct on business
taxation）」、「2012 年不正のための行動計画
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（2012 action plan to combat fraud）」および「税

新規定を順守するために、納税者は、最低でも 4

務上の行政協力に関する EU 指令」に加え、自動

年に一度免除申請を提出しなければならない。た

的情報交換についてスイスとも交渉を続けており、

だし、状況が変わった場合には不確実性を避ける
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に関する情報を EU の加盟国と自動的に交換する
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ことになる。欧州委員会は同様の協定をアンドラ
公国、モナコ公国およびサンマリノ共和国とも締結
しようとしている。EU とこれらの国との間では現在、
EU 貯蓄課税指令（EU savings tax directive）と実
質的に同様の協定が締結されている。
当該提案は今後、欧州議会で協議された後、欧州
評議会からの認可を得ることとなる。新しい規定を
2016 年 1 月 1 日に実施できるよう、2015 年末ま
でには本措置に関する合意を形成することが目指
されている。ただし、すべての EU 加盟国が本措置
に合意するか否かは不明である。

2.

配当源泉税の免除手続の改定

2015 年 2 月 3 日、オランダ政府は、租税条約に基
づく関連会社間の配当源泉税の免除および還付
の申請手続に関する新規定を発表した。当該新規
定は 2010 年の規定から改正されるもので、2 月 4
日に発効され、2015 年 3 月 1 日以後に支払われ
る配当に対し適用される。
新規定の主要な変更点は以下のとおりである。
 オランダ法人が配当源泉税の支払を免除され
る外国法人に配当を支払う場合、配当を支払
うオランダ法人は、従来の地元の税務調査官
ではなく、アルンヘムの税務署の配当税専門
チ ー ム （ Belastingdienst kantoor Arnhem,
Team Dividendbelasting）に免除申請を行うこ
とができる。ただし、申請に対する決定を下す
のはこれまで同様、管轄税務署の税務調査官
である
 税務当局が関連会社間の配当支払に係る源
泉税の免除を認可した場合、当該決定は対象
法人それぞれについて最大 4 年間有効である。
したがって配当を支払う法人は認可が有効で
あることを定期的に確認しなければならない。
4 年の有効期間は新規および既存の認可の
両方に適用される。（既存の認可に関する 4 年
の有効期間は 2015 年 2 月 4 日に開始するの
で、2019 年に失効することになる）
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