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オランダ 2017 年度税制改正案
 2020 年 1 月 1 日以降、最初の 30 万ユーロまで
の課税所得に対しては 20％、それを超える部分
については 25％の法人税が課される
 2021 年 1 月 1 日以降、最初の 35 万ユーロまで
の課税所得に対しては 20％、それを超える部分
については 25％の法人税が課される

2016 年 9 月 20 日、来年度の政府予算案が公表され
た。例年どおり、本予算案には 2017 年度税制改正案も
含まれている。
オランダ政府はこれまでオランダにおける投資環境の向
上を図るために、オランダ税制の簡素化の推進に重点を
置くことを表明していた。2017 年度税制改正案が過年
度の税制改正に比べて、その改正項目が少なく、また、
特筆すべき改正項目を含んでいない点は、オランダ政府
の意向に沿っているものと考えられる。
しかしながら、既にオランダ税制に影響を及ぼし始めて
いる、OECD が主導する BEPS（Base Erosion and
Profit Shifting：税源浸食と利益移転）プロジェクトや EU
内での規制等の世界的な流れを受けて、今後、オランダ
税制（tax rule）追加で改正される可能性がある。
2017 年度税制改正案には日系多国籍企業の在蘭子会
社に影響を与える可能性がある改正も含まれてい
る。以下、2017 年度税制改正案の中から重要度の高
い項目について概略をまとめる。
なお、これらの税制改正案はオランダ議会の上下両院で
可決されることで成立し、成案までの過程で法案の一部
が変更される可能性がある。当該改正案の多くは、2017
年 1 月 1 日より適用される見込みである。
(1)

法人税

A.

2017 年度税制改正案には、2017 年度の法人税
率の改訂は含まれていない。したがって、20 万ユ
ーロを超える課税所得に対しては引き続き 25％の
法人税が課され、最初の 20 万ユーロまでの課税
所得に対しては 20％の法人税が課される。しかし
ながら、課税所得のブラケットについては下記のと
おり変更が予定されている。
 2018 年 1 月 1 日以降、最初の 25 万ユーロまで
の課税所得に対しては 20％、それを超える部分
については 25％の法人税が課される

(2)

他の改正案

A.

現在、オランダで研究開発（R&D）活動を行ってい
る法人は、いわゆるイノベーションボックス制度を
申請することにより適用することが可能である。す
なわち、一定の要件を満たす場合には、当該研究
開発活動に紐づく所得に対しては 5％の法人税率
が適用される。2017 年度税制改正案では、研究
開発活動が実際にオランダ法人によってオランダ
国内で実施されたことを証明することがより重要視
されるようになる予定である（すなわち、関連会社と
の委託研究開発契約は対象外になる可能性があ
る）。これは、BEPS プロジェクトでも展開されてい
る、いわゆるネクサスアプローチに基づくものであ
る。加えて、当該研究開発活動が S&O
Declaration、特許、ソフトウエアおよび（または）
Breeder’s right に結びつくことが重要になる。大企
業がイノベーションボックス制度を適用するために
は、S&O Declaration を取得し、かつ特許、ソフト
ウエアあるいは Breeder’s right を開発する必要が
あります。2017 年度税制改正案には、移行規定と
して 2016 年 7 月 1 日を含む年度において製造あ
るいは開発された無形資産に対しては、現行のイ
ノベーションボックス制度を引き続き適用可能とし
ている。また、2017 年 1 月 1 日前に製造あるいは
開発された無形資産で、特許や Breeder’s right を
取得したものについても、イノベーションボックス制
度の対象となる無形資産として認められる。さら
に、現行のイノベーションボックス制度に関する事
前確認制度は小会社には引き続き適用可能とされ
ている。他方、大会社については、事前確認が取
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おいて一定の書面（申請書）を提出する必要があ
る。

得された状況や事実関係に応じて、事前確認が適
用できなくなる可能性がある。
B.

C.

D.

2017 年度税制改正案では、（主に）プライベ
ートエクイティ形態をとる組織による不当な支
払利息の損金算入を制限することを目的とした
規定が導入される予定である。現行の規定で
は、オランダ課税事業者が株式の取得や配当と
いった、一定の（不正な）取引のために関連企
業から資金を借り入れるケースには、支払利子
の損金算入が一部制限される。この点、ある企
業がオランダ企業の株式の三分の一を所有して
いる場合（あるいはその逆の場合）、当該企業
は関連企業とみなされる。また、同一の親会社
が、オランダ企業とその兄弟会社の両社の少な
くとも三分の一の株式を所有している場合、当
該兄弟会社は関連企業とみなされる。新規定の下
では、この三分の一の所有要件を満たしていない
場合でも、両社がビジネスにおいて相互に密接な
関係にあり、かつ、ジョイント企業の株式を持ち合
っているようなケースでは、同様に関連企業とみな
され、結果として、支払利子の損金算入制限の影
響を受ける可能性がある。この規定は、プライベー
トエクイティファンドのファンド形態をカバーする予
定である。すなわち、ある企業に対して複数のファ
ンドが投資するケースにおいて、個別には所有基
準を満たさない場合においても、ひとつの最上位プ
ライベートエクイティファンドによって当該投資先企
業が管理され、また経済的に所有される場合に
は、すべての参画ファンドが関連企業とみなされる
ことになる。
オランダ法人株式をポートフォリオ投資（すわなち
5％未満の所有割合）として有するオランダ非居住
の個人または法人は、原則として、当該オランダ法
人からの配当時に 15％の源泉税が課される。
2017 年度税制改正案に基づくと、一定の要件が
満たされた場合で、かつ、配当に課される源泉税
が、仮に当該オランダ非居住の個人または法人が
オランダ居住の個人または法人であったとした場
合に課されるべき個人所得税または法人税よりも
大きい場合には、当該配当源泉税が還付される可
能性がある。非 EU 加盟国の株主が還付請求をす
るための重要な要件の一つは、オランダと当該非
EU 加盟国との間で情報交換に関する租税条約を
結んでいることである（なお、日蘭租税条約は当該
規定を置いている）。これらの規定は、欧州司法裁
判所の判決に沿ったものである。

E.

EU 内におけるタックスルーリング（ATR）と
移転価格における事前確認（APA）に関する情
報の自動交換制度が 2017 年 1 月 1 日以降適用
される。これは、2017 年度税制改正案による
ものではなく、EU 加盟国内におけるタックス
ルーリングの情報交換を含む EU 指令に基づく
ものである。一定のケースにおいては速やかな
対応が必要になると考えられるため、特定の法
人のための更なる詳細情報および指示が今後明
らかになる予定である。

F.

オランダ非公開会社（BV）および公開会社（NV）に
よる配当に対しては、通常オランダの配当源泉税
が課される。他方、協同組合（Coop）は租税回避を
意図したストラクチャー下においてなされた配当に
対してのみ配当源泉税が課される。正式には
2017 年度税制改正案に含まれてはいないが、
2016 年 9 月 20 日のアナウンスにおいて、BV／
NV と協同組合との間の配当源泉税に関する取扱
いが調和されていくことが発表された。2018 年 1
月 1 日に施行予定の案によると、BV／NV からオ
ランダと租税条約を締結している国の居住者の株
主（少なくとも 5％以上を所有している株主）に対す
る配当に対しては、事業目的のあるストラクチャー
である限り（すなわち、租税回避目的または人為的
なストラクチャーでない限り）、配当源泉税が課され
ない。公表案においては、事業目的のあるストラク
チャーの具体的な要件は明確になっていないが、
一般的に、明確な事業上の理由に基づき、オラン
ダと租税条約を締結しているアジア諸国に本拠を
置く多国籍企業がオランダへの投資およびオラン
ダを介した投資を行うケースにおいては、オランダ
法人からの配当は通常配当源泉税が非課税にな
ると思われる。更なる詳細情報を待つ必要がある
が、このアナウンスはオランダ配当源泉税に関す
る重要な改訂になると考えられる。

上記新規定は最終決定されたものではなく、追って最終
の改正案が発表される予定である。

外国企業がオランダにおいて働く従業員を有し、当
該従業員の活動が恒久的施設（PE）や代理人 PE
に該当する場合において、当該外国企業がオラン
ダ国内に関連企業（公開会社：以下「BV」もしくは
非公開会社：以下「NV」）を有している場合には、
当該従業員に対する給与計算や事務手続は、外
国企業がその従業員の人事を管理している事実を
考慮することなく、オランダの BV もしくは NV に移
管することができる。オランダ企業に事務手続を移
管するためには、外国企業とオランダ企業双方に
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