Global Tax Update
オランダ
デロイト トーマツ税理士法人
2017 年 9 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。
2017 年 9 月 19 日、来年度の政府予算案が公表され
た。例年通り、本予算案には 2018 年度税制改正案が
含まれている。

（i） EU/欧州経済地域（EEA）

新政府がまだ樹立したばかりであるため、2018 年度税
制改正案において、配当源泉税法以外では大幅な改正
は含まれていない。

当該免除規定を適用するために、親会社はオランダ
企業の少なくとも 5％の株式を保有している必要が
ある。

2018 年度税制改正案の中で、日系多国籍企業に影響
を与える可能性のある重要度の高い事項について、以
下にまとめる。

なお、租税条約において源泉税の免税ではなく、減
税を規定している場合であっても、オランダ国内法
によりオランダ源泉税の免税が適用されることに留
意する必要がある。すなわち、租税条約が 5 又は
10％の配当源泉税率を規定している場合であって
も、オランダの国内法に基づいて配当源泉税の免税
が適用される。

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、2018
年 1 月 1 日より適用される見込みである。
1.

オランダ配当源泉税の非課税範囲の拡充

2018 年度税制改正案には、2017 年 5 月 16 日に
Dutch State Secretary が発表した、オランダ配当源泉
税に関する法律の重要な変更が含まれている。オランダ
の持株共同組合（holding cooperative）に対するオラン
ダ配当源泉税の取扱いは、非公開有限責任会社（B.V.）
及び公開有限責任会社（N.V.）と同様となり、また、オラ
ンダ配当源泉税の免税の範囲が拡充される。
オランダ配当源泉税の免除
現在の法律の下では、オランダの B.V.及び N.V.は原則
として株主に支払われる配当の 15％を源泉徴収するこ
とが求められている。しかしながら、オランダの協同組合
（cooperative）により支払われる配当については、租税
回避目的等の場合を除き、原則として、オランダ配当源
泉税の対象とはならない。
2018 年度税制改正案には、オランダ配当源泉税の免税
範囲の拡充に関する法律が含まれており、その結果、協
同組合、B.V.及び N.V.からの配当は一定の要件を満た
す場合、オランダ配当源泉税の対象とならない。この免
税規定は、オランダの B.V.及び N.V.、持株共同組合
（holding cooperative）によって、次の（i）（ii）の居住者で
ある親会社に対してなされた配当が対象となる。

（ii）日本／オランダ租税条約のような、配当源泉税に
関する条項を含む租税条約締結国

1)

濫用防止ルール

配当源泉税の免税範囲の拡充に伴い、新しい濫用防止
ルールも導入されている。以下の場合、配当を受領した
EU／EEA 又は租税条約締結国における居住者は、オ
ランダ国内法による源泉税の免税は適用されない。
 ストラクチャーがオランダの配当源泉税を回避するこ
とを主な理由又は主な理由の 1 つとして組成されて
いる
 ストラクチャーが人為的であると考えられる
上記の両方の要件が満たされる場合にのみ、オランダ
国内法による源泉税の免税は適用されない。 濫用防止
ルールは、BEPS のアクションプラン 6（条約の濫用防
止）における主要目的テストと一致している。
ストラクチャー及び取引は、経済的実体を反映する有効
な事業上の理由に基づいている限り、人為的ではないも
のとみなされる。これは、例えば、直接株主又はオランダ
企業のメンバーが能動的な取引又は事業を行っている
場合に当てはまると考えられる。
EU／EEA 又は租税条約締結国における中間会社が、
（究極の）株主の能動的な事業活動又は本社活動と下
層の企業との間をつなぐ“連携機能”を実行するために
十分な実体を持つ場合には、当該ストラクチャーは人為
的とはみなされない。“連携機能”を持つ中間会社がこの
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新たな実体要件を満たすためには、少なくとも年間
100,000 ユーロの賃金の支払及び当該連携機能に利用
されるオフィスが必要となる。
上記オランダ国内法による免税規定が適用されない場
合でも、租税条約に基づく減免が適用される場合があ
る。
2)

持株共同組合

この例外的措置が取り消されることになる。2018 年 1 月
1 日以降、不正確及び／又は不完全な法人税申告書を
提出した場合（2018 年 1 月 1 日以降に提出されるべき
法人税申告）、たとえ申告書を正しく修正しオランダ税務
当局に提出したとしても、税務当局は行政罰を課すよう
になる。しかしながら、このような場合、罰金の額は減額
される可能性がある。さらに、2018 年 1 月 1 日以前の
法人税申告については移行規定が適用される。

いわゆるオランダ持株協同組合は、当該協同組合のメン
バーが“適格持分”を保有し、前述の租税回避を意図し
た状況等にある場合には、オランダ配当源泉税を徴収す
ることが求められる。適格持分とは、メンバーが持株協
同組合の持分を有し、利益及び／又は清算所得の少な
くとも 5％を得る権利が与えられている場合を指す。
3)

適用日と手続

新たな規定は 2018 年 1 月 1 日から適用される。連携
機能を持つ中間会社の新たな実体要件
（100,000 ユーロの賃金支払及びオフィスの保有）は
2018 年 4 月 1 日から適用される。配当免税を適用する
ためには、配当を実施した会社は、免税の要件を満たし
ていることを税務当局に申告し、かつ、配当の分配後 1
カ月以内に他の関連情報（ガイダンスが今後公表される
見込み）を開示する必要がある。違反した場合、最大
5,278 ユーロのペナルティが発生する可能性がある。
4)

結論

本改正案に基づくと、BV が日本の親会社によって直接
的かつ少なくとも 5％以上所有されている状況では、
2018 年 1 月 1 日から適用される新たな配当源泉税の
免税の恩恵を受ける可能性が高いと考えられる。結果と
して、配当源泉税の観点からは、オランダは欧州におい
て税務上最も競争力のある国の一つになると考えられ
る。
2.

その他の改正案

2016 年 1 月 1 日以降、国別報告書（CbCR）の要件を
満たすオランダの課税事業体は、グループの最終親事
業体（the Ultimate Parent Company of the Group）の
居住国にて CbCR の提出義務が（未だ）ない場合に、オ
ランダ税務当局に対し CbCR を準備し提出する必要が
ある。
2018 年度税制改正案では、最終親事業体が一定の条
件を満たす場合、CbCR の「自発的な提出」及び／又は
「代理親事業体による提出」が許可される。結果的に、最
終親事業体が一定の必要条件に準拠している状況下に
おいては、オランダの課税事業者はオランダ税務当局に
対し、どの事業体（最終親事業体又は代理親事業体）が
CbCR を準備し提出するかを通知するだけで良いことと
なり、オランダ当局に CbCR を準備し提出する必要はな
い。
現行の規定においては、課税事業体が不正確及び／又
は不完全な法人税申告書を提出した後、税務当局から
の通知の前に、課税事業体が法人税申告書の不正確な
点及び／又は不完全性に気付き修正を行った場合、税
務当局は（故意による）不正確及び／又は不完全な法人
申告書の提出に対する行政罰を課すことはなかった。
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