Global Tax Update
オランダ

税理士法人トーマツ
2015 年 2 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。

1.

持株会社の VAT 控除：税務当局が控除
を制限する方向

(2)

欧州司法裁判所の判例
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割合（pre-pro rata） 」が用いられる。

なければならない。当該判決によると、このような
控除不可能な VAT 額の算定は、一般経費のうち

1 通常、VAT 課税取引に起因する控除可能 VAT 額と
VAT 非課税取引に起因する、原則控除不可能な VAT 額
の算定には、「pro rata」と呼ばれる「VAT 課税取引と
VAT 非課税取引の割合」が使用される。しかし、「VAT 課
税取引と VAT 非課税取引」は両方とも「事業取引」である
ため、「pro rata」基準を適用する前にまず、VAT 非課税
取引と同様、VAT 控除が認められない「非事業取引に係
る VAT」を「pre-pro rata」を用いて切り分ける必要があ
る。

どれだけが実質的に株式保有または事業活動に
起因するかを客観的に算定する方法に基づいて
行われなければならないと定められている。
(3)

最近の動向

税務当局は、商業登記に株式保有活動を行うこと
が記載されている法人に、株式保有に起因する
VAT 額の控除可否を確認するよう要請している。

1
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なかった。しかし、本規定は廃止される可能性が
ある。税務当局が「事業活動割合（pre-pro rata）」
に基づいて追加の VAT 額を課税した場合、持株会
社に関する上記規定および ECJ がまだ判決を下
していない事案（Larentia & Minerva 訴訟および
Marenave Schiffahrt 訴訟）を根拠に、当該追加
VAT 課税に異議を申し立てることができるかもしれ
ない。

Papillon 訴訟で争われた「親・孫会社間の連結納
税」の場合は当然、オランダ親会社が連結親法人
となる。本改正によって解決された問題の一つは、
オランダ孫会社の株式が複数の中間持株会社を
通じて保有されている場合にも連結納税が認めら
れたことである。この場合も、オランダ国外の中間
持株会社には同様に利益税が課されることにな
る。

2.

Papillon 訴訟判決に基づく連結納税制
度の改正

しかし、上述のとおり、本改正によって Papillon 訴
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