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1.

2016 年度予算案：外国納税者制度およ
びオランダ協同組合に関する配当源泉
税法規定

する配当源泉税法規定が適用される可能性があ
る。
オランダ協同組合に関する配当源泉税法規定は

前号のニュースレターでもお伝えしたとおり、先頃、

協同組合が実体を有している場合には適用されな

オランダ政府は、オランダ外国納税者制度および

い。しかしその場合、協同組合には単体として経

オランダ協同組合（cooperative）に関する配当源

済的な重要性がなければならず、給与を支払う職

泉税法規定の改正案を発表した。本改正は、経済

員 お よ び 自 由 に 使 用 す る こ と が で き る （ at its

的実体のない濫用的かつ人為的なストラクチャー

disposal）事務所を有していることを求められる可

の撲滅を趣旨としており、実体の有無に対する注

能性がある。

目およびストラクチャーの実体性を示す事業根拠

連結納税制度の改正

の重要性はますます高まると思われる。

2.

上記に関連し、オランダ財務大臣は、中間会社で

予算案では、欧州司法裁判所（Court of Justice

ある持株会社および協同組合（以下「中間持株会

of European Union：以下「CJEU」）の判例に基づ

社」）に関する新法の適用範囲について追加ガイ

く連結納税制度改正も提案されている。

ダンスを発表した。主要ポイントは次のとおりであ
る。
中間持株会社：現在、外国納税者制度およびオラ
ンダ協同組合に関する配当源泉税法規定は、親
会社が中間持株会社を通じて子会社を保有し、株

(1)

連結納税制度の改正

2015 年 10 月 16 日、オランダ財務大臣は連結納
税制度改正案を提出した。本法案では CJEU の判
例に基づく改正が提案されている。

主が株式（または出資）の保有を事業として行って

判例の中で CJEU は、現行のオランダ連結納税制

いる場合は適用されず、他の要件も課されない。

度は以下のルールを持っているため、EU 法に侵

しかし、改正案は、中間持株会社も実体基準を満

害しているという判決を下している。

たすことを要件とすることを提案している。改正案
が実施され、中間持株会社が実体基準を満たさず、

1)

中間持株会社がオランダに設立されている

その主要な目的が租税回避であることが判明した

場合または中間持株会社がオランダ以外の

場合、外国納税者制度やオランダ協同組合に関

EU 加盟国に設立されているがオランダに恒
久的施設（permanent establishment：以下

1

2)

「PE」）を有している場合にのみ、オランダ国

いないとみなされる。改正案提出時の状態につい

内親会社がそのオランダ孫会社と連結納税

ては改正案提出後 2 年間の移行期間が認められ

を行うことを認めている

る。

オランダ子会社の親会社はオランダ法人で
あるまたは親会社はオランダ以外の EU 加

兄弟会社間の場合

盟国に設立されているがオランダに PE を有

オランダ兄弟（子または孫）会社が連結納税を行う

している場合にのみ、オランダの兄弟会社同

場合、当該兄弟会社は連結納税上「親会社」とみ

士で連結納税を行うことを認めている

なされる法人（みなし連結親会社）を指定しなけれ

当該判決を受け、2014 年初頭、オランダ財務大
臣は、間接的に保有関係にあるオランダ法人同士
の連結納税を認めるべきであると述べた。法案は
成文化されるが、連結納税制度改正案の適用範
囲は当初案より拡大する予定である。
(2)

(4)

ばならない。みなし連結親会社に指定された兄弟
法人は連結決算日に連結処理を行う。究極の持
株会社がみなし連結親会社の株式を売却すると
決定した場合、当該連結納税グループは解散する。
また、みなし連結親会社が連結グループから脱退
する場合も連結納税グループは解散する。ただし、

連 結 納 税 が 認 め ら れ る こ と にな る 主 要 な

みなし連結親会社の連結グループ脱退直後に、

ケース

別法人が当該連結納税グループのみなし連結親
会社に指定された場合はこの限りではない。本改

連結納税制度は主に以下の二つのケースに適用

正には連結納税継続規定（delegation provision）

が認められることになる。

も含まれており、それによると連結納税グループ

1)

親会社～孫会社間：オランダ親会社がオラン
ダ 孫 会 社 の 株 式 を 欧 州 連 合 （ European
Union ） ・ 欧 州 経 済 領 域 （ European
Economic Area：以下 EU と併せて「EU」と
総称」）内に設立された「中間持株会社」を通

は、一定の条件を満たせば解散したとみなされる
ことなく究極の持株会社を変更することができる。
改正案の中では、連結納税グループの構成メン
バーが変わらないことがその要件とされている。
(5)

連結納税法人の組合せ

じて保有している場合
2)

兄弟会社間：EU 親会社（究極の持株会社）
がオランダに設立された複数の子会社（兄弟
会社）の株式を保有している場合

連結納税制度に参加することが認められるのは共
にオランダ居住法人のみである。したがって、EU

説明文書（explanatory memorandum）の中では
連結納税を行うことのできる様々な企業のついて
も検討されている。基本的には、親会社が変更し
ない限り、連結納税グループは維持される。
(6)

恒久的施設（Permanent Establishment）

内の中間持株会社の資産および損益は連結納税

オランダ恒久的施設（Permanent Establishment：

制度の対象外となる。

以下「PE」）との通常の連結納税に関する規定も

(3)

持株会社の要件

改正される。以前は、子会社株式がオランダ PE
に配賦されている場合、当該 PE は連結納税グ

他の EU 加盟国の国内法および当該加盟国との

ループ親会社としての機能を果たさなければなら

租税条約で、究極の持株会社および中間持株会

なかったが、本要件は廃止される。この改正は

社が共に当該加盟国に設立されていることが要件

CJEU の判例に基づくもので、判例によると、「オラ

として定められていなくてはならず、中間持株会社

ンダはオランダ法人をオランダ PE より優遇するこ

および究極の持株会社は当該加盟国で「選択の

とはできず、したがって、オランダ兄弟会社間の連

余地なしに免除されることなく」それぞれ法人税を

結納税が認められるのであれば、オランダ法人と

支払わなければならない。また、改正後、究極の

オランダ国外法人との間、つまり、オランダ法人と

持株会社は十分な法的かつ経済的な所有権を有

オランダ PE にも同様の取扱いが適用されるべき

していることが求められ、株式（の一部）が株式預

である」としている。本改正には連結納税継続規

託証書に転換された場合は当該要件を満たして

定（delegation provision）も含まれており、それに

2

よると、非居住者法人が、オランダ PE を通じてオ

過去のニュースレター

ランダ課税所得を稼得しなくなった場合（PE の存

過去に発行されたニュースレターは、

続停止を含む）でも、連結納税を継続できることが

下記のウェブサイトをご覧ください。

規定されている。
(7)

www.deloitte.com/jp/tax/nl/eu

濫用防止規定

改正案は、欠損金の二重控除の防止等、様々な

本件に関するお問い合わせ

濫用防止規定も定めている。また、清算損に関す
る制度および資本参加に係る利息の損金算入制
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限規定も改正される。ただし、まだその課税上の
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