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1.

株式売却関連費用に係る VAT の取扱
い

(2)

Den Bosch 控訴裁判所の判決

Den Bosch 控訴裁判所は以下のような判決を下
株式売却時には通常様々なコストが発生するが、

した。

VAT 課税取引に従事する事業者であってもこれら
のコストに係る付加価値税（value added tax：以

「アドバイザリーサービスについては、インボイス

下「VAT」）を常に控除できるわけではない。今回、

が本件持株会社に発行され、支払も本件持株会

Den Bosch 控訴裁判所（Court of Appeal）でも同

社が行っているため、本件持株会社が顧客とみな

様の判決が下された。

される。このことは、本件持株会社がアドバイザ
リーサービス費用を中間持株会社に請求していれ

(1)

Den Bosch 控訴裁判所での審議

本訴訟で問題となった課税事業者は、有償でマネ
ジメント業務を提供する持株会社（本件持株会社）
である。本件持株会社は、自身が株式の 3 分の 1
を保有する中間持株会社に株式を保有されている

ばより明白であったろう。しかし、実際には請求さ
れなかったため、アドバイザリーサービス費用が
控除される元となる課税売上はなく、本件持株会
社は当該アドバイザリーサービス費用に係る VAT
を控除することはできない。

法人（孫会社）にマネジメント業務を提供していた

しかし、本件持株会社がアドバイザリーサービス

が、1998 年、中間持株会社が孫会社の株式を売

費用を負担したことが正当な取扱いで、したがって

却したため、本件持株会社から孫会社へのマネジ

中間持株会社に請求しなかったことは正当だった

メント業務の提供は終了した。孫会社売却時、本

としても、当該費用は VAT が非課税の株式売却に

件持株会社にはアドバイザリーサービスに係る費

起因するため、当該費用に係る仕入 VAT を控除

用（アドバイザリーサービス費用）が発生していた

することはできないという見方は変わらない。ただ、

が、中間持株会社への請求はされなかった。本訴

アドバイザリーサービス費用が、株式売却価格に

訟における争点は、本件持株会社がこのアドバイ

含まれない一般経費（general costs）に該当して

ザリーサービス費用に係る VAT を控除できるか否

いれば控除が認められた可能性があり、その場合、

かであった。

アドバイザリーサービス費用は本件持株会社の事
業に起因するものとされ、VAT 課税所得の算定に
含まれたであろう。本件持株会社はアドバイザ
リーサービス費用とマネジメント業務との間に関連
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性があるとしているが、アドバイザリーサービスの

またその請求も行われない事案にも当てはまる。

提供が VAT 課税取引であるマネジメント業務の範

また、株式売却が予定されている場合にはそれに

疇にあるという十分な根拠は示されておらず、株

備えてマネジメントサービスフィーを増額しておい

式売却サポートがマネジメント業務の一部である

た方がよいと考えられる。

ことを示すマネジメント契約も締結されていない。
本件持株会社の主張が合理性に欠けることは、
1998 年に受領したマネジメントサービスフィーが
66,667 ギルダーで、株式売却サポート費用が
VAT を含めて 241,996 ギルダーだったことからも

最後に、本件持株会社は、VAT 非課税事業者で
ある持株会社の VAT グループへの参加を認める
制度（holding resolution）を適用することができた
と考えられる。当該制度では、VAT 課税事業者で

明らかである。また、株式売却サポート費用は非

ある持株会社の仕入 VAT 控除額は、VAT 課税取

経常的な費用であり、本件持株会社の営業費用

引と VAT 非課税取引の割合に基づいて決定され

ではないため、通常の VAT 課税売上の算定に含
めることはできない。最後に、マネジメント業務を
新規に開始しようとした本件持株会社の取組みは

ると規定されている。税務当局は当該制度を適用
できるか否かについて検討していると思われる。

2.

会社分割における課税繰延措置に関す
る新規定

(1)

政策決定の内容

うまくいかず（2003 年になって初めてうまくいきは
じめた）、当該新規マネジメント業務と株式売却サ
ポート費用との間の関連性を示すものはない。
(3)

説得力に欠ける判決

財務大臣は、「会社分割における法人税制」に関
して 2 つの新しい規定を発表した。これらの規定は、

株式売却関連費用に係る VAT は控除不可能であ

「スプリットオフ（split-off）」および「スプリットアップ

るという控訴裁判所の判決結果は明確だが、これ

（split-up）」という 2 つの種類の会社分割に関する

にはかなり論争の余地があると思われる。特に指

もので、2015 年 1 月 27 日以降にその効力が生じ

摘したいのは、アドバイザリーサービス費用を株

る。

式売却に起因する費用とみなしている点である。
というのも、当該株式売却を行ったのは本件持株
会社ではなく中間持株会社だからである。

(2)

スプリットオフ（afsplitsing）

スプリットオフは民法上の法的概念であり、分割法

また、アドバイザリーサービス費用が当該年度の

人がその資産の一部を別の法人に分割譲渡する

マネジメントフィーの金額を超過しているとみなさ

ことである。資産を分割譲渡した法人は分割後も

れたこと、そして非経常的であるとみなされたこと

存続する。また、税務上は株主資本も移転される

についても論争の余地があろう。なぜなら、たとえ

ため、原則、分割された資産に係るすべての隠れ

そうであっても当該費用は VAT 課税所得の算定に

留保金（hidden reserve）について法人税が発生

含めることができるからである。（全額は無理かも

する。ただし、オランダ法人税法には、一定の条件

しれないが、VAT 課税事業者は損失を計上でき

を満たす場合に課税の繰延べを認める措置（課税

る。）したがって、本件持株会社が異議申立てをし

繰延措置）が規定されている。

ても驚くにはあたらない。
(4)

実務への影響

実務上、法人税が発生しないスプリットオフが検討
されることは多く、可能性がある状況の一つとして
挙げられるのがグループ再編である。課税繰延措

重要なのは、マネジメントサービス契約の中に、可

置適用に関しては過去にも法令が発表されている

能であれば、「株式が売却される際に提供される

が、法人税法が改正され、大幅な規定改正が必要

サポート業務は（最後の）マネジメント業務に該当

とされていた。今般、財務大臣は、課税繰延措置

する」という条項を入れておくことである。こうする

の適用に関する規定を定める法令を発表し、当該

ことにより、マネジメント業務を行う持株会社が株

法令においては増加するクロスボーダースプリット

式売却関連費用に係る仕入 VAT を控除すること

オフを主に取り上げており、課税繰延措置適用が

が可能となる。これは、本件のような、株式売却を

期限後に申請された場合の取扱い等が規定され

行った持株会社が株式売却関連費用を負担せず、

た。
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(3)

スプリットアップ（zuivere splitsing）

スプリットアップにより資産を譲渡した法人は消滅
し、消滅法人の資産は複数の分割承継法人に譲
渡される。ただし、法人税法上はスプリットアップも

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/tax/nl/eu

譲渡とみなされ、スプリットオフ同様に課税繰延措
置が規定されている。スプリットアップに関する課
税繰延措置は施行後 20 年近くが経過しているが、

本件に関するお問い合わせ

れておらず、今回初めて、スプリットアップにおい

Deloitte & Touche
アムステルダム事務所

て課税繰延措置を適用するための標準要件が発

マネジャー 藤尾 和樹

表された。当該規定の主なポイントはスプリットオ
フとほぼ同様で、期限後に適用申請がなされた場

KaFujio@deloitte.nl
河端 美沙紀

合の取扱いおよびクロスボーダースプリットアップ

MiKawabata@deloitte.nl

当該措置の適用に関する規定はこれまで発表さ

における課税関係が規定されている。
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