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※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。 

2020 年度オランダ税制改正案 

2019年 9月 24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 2020年度の税制改正案

も含まれている。 

2020年の税制改正案には企業を取り巻く経済環境を改

善するため、オランダ法人税、源泉所得税に関していく

つかの重要な改正案が盛り込まれている。その中には

例えば法人税率の引下げが含まれており、また、グロー

バル、EUの要請に基づく濫用防止ルールも導入される

見込みである。 

2020年度税制改正案の中で、日系多国籍企業の在蘭

子会社に影響を与える可能性のある重要度の高い事項

については、以下のとおりである。 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。また、特に断りのない場合を除き、下記の改

正（案）は 2020年 1月 1日以後に開始する事業年度よ

り適用となる。 

1. 法人税 

(1) 法人税率の引下げ（2020年度及び 2021年度） 

現行の法人税率は 25％（課税所得 200,000ユーロまで

は軽減税率 19％）となっております。2020年度税制改

正案では、2020年度及び 2021年度について以下のよ

うに法人税率の引き下げが段階的になされる予定であ

る。 

 2020年 1月 1日以後に開始する事業年度：25％ 

（軽減税率 16.5％） 

 2021年 1月 1日以後に開始する事業年度：21.7％ 

（軽減税率 15％） 

(2) 最低資本金制度の導入（銀行及び保険会社） 

オランダ政府は従前より、金融機関を取り巻く資本及び

負債に係る諸規制等に関して、税務上の取扱いについ

て平衡を取る方向で検討していた。これに関して 2020

年度税制改正案では、銀行及び保険会社に対して最低

資本金制度が導入されることとなった。同制度のもとで

は、要求される以下の自己資本比率等の基準を満たさ

ない銀行及び保険会社の支払利息については損金算入

が制限されることとなる。 

 銀行：レバレッジ比率が 8％未満の場合 

 保険会社：自己資本比率が 8％未満の場合  

当該制度は銀行業及び保険会社の支店、恒久的施設

等にも適用されることとなる。 

2. 源泉税 

(1) 配当 

一定の要件を充足する場合、現行法ではオランダ法人

から外国の親会社への配当は配当源泉税が非課税とな

っている。配当源泉税の非課税制度は、租税回避目的

であるとみなされた場合に適用不可となる。この租税回

避防止規定は、外国の株主がオランダ法人を所有する

主な目的（又は主な目的の一つ）がオランダの配当源泉

税を回避すること（主観的テスト）であり、経済的実態を

反映した事業目的に基づいた構造（客観的テスト）では

ないとされる場合に適用される。また、オランダの実質的

持分規定及び CFC制度において、同様の規定が適用

される。 

これらの租税回避防止規則は、最新の EU法に応じて

変更が加えられている。具体的には、実体性の要件に

変更が加えられており、いわゆるリンク機能を備えた中

間持株会社が経済的実態を反映した事業目的を確立す

るために満たすべき実体要件に関する点となる。 

提案された改正案のもとでは、実体的な要件を満たすこ

とに関しての立証責任が分断され、もはやセーフ・ハー

バー・ルールのような明確な基準が設けられないことと

なる。実体性の要件を満たしている場合であっても、税

務当局が「事業目的が欠如している」と証明することも可

能である一方、納税者は、最低限の実体要件が満たさ

れていない場合であっても、「正当な事業目的が存在す

る」という反証を行うことが可能となる。 

http://www2.deloitte.com/jp/en/pages/tax/articles/it/global-tax-update-netherlands-september2019.html
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(2) 利息及びロイヤルティー 

従前より議論されていたように、低税率国の関連会社に

対する利息及びロイヤルティー支払に対しては 2021年

度より源泉税が課される予定である。源泉税率は法人税

率と同率（2021年度は 21.7％）で、未払利息及び未払

ロイヤルティーに対しても適用される予定である。また、

本源泉税は利息損金算入の制限規定の適用の有無に

かかわらず適用される。 

本源泉税はオランダの居住者及び恒久的施設

（Permanent Establishment：以下「PE」）から関連会社

への支払のみを対象としている。関連会社とは直接又は

間接的に支配的な影響を及ぼす関係にある会社を意味

している（発行済株式の 50％を保有している、など）。 

さらに、本源泉税はいわゆる低税率国に所在する会社

又は PEに対する支払を対象としている。ここでいう低税

率国とは、所得に対する税を課さない国、法定税率が

9％未満の国、又は EUにより課税逃れ等に非協力的な

国として指定されている国（ブラックリスト）を指している。

租税条約締結国については相手方国が低税率国に該

当する可能性がある場合において、3年の経過措置期

間が設けられている。また、一定の状況下において、本

源泉税はハイブリッド事業体等に対する支払についても

課される可能性がある。 

その他、利息及びロイヤルティーのペーパーカンパニー

等に対する支払（かつ、当該ペーパーカンパニー等が低

税率国に所在する会社又はハイブリット事業体等に対し

て当該利息及びロイヤルティーを支払う場合）について

は、租税回避防止規定の適用により源泉税が課される

可能性がある。なお、租税条約締結国である場合には

別途検討が必要となる。 

BEPS防止措置実施条約（Multilateral Convention to 

Implement Tax Treaty Related Measures to 

Prevent Base Erosion And Profit Shifting：以下

「MLI」）は、OECD BEPSアクションの下で合意された

様々な措置を迅速かつ効率的に既存の租税条約に導

入するための条約である。オランダは MLIを 2019年

7月 1日に発効し、その結果、関連する租税条約は

2020年 1月 1日に改正されることとなる。これを受

け、MLIの下で改正された租税条約上における PEの

定義と整合させるために、オランダの国内法で定めら

れた PEの定義が改正されることとなる。 

重要な変更点としては「Fixed representative」の定義

が拡大したことであり、これは BEPS行動 7の下で新

たに含められた重要な定義となっている。 

また、PEの定義には、様々な関連者が（外国にて）別

途活動を行っている状況も含まれている。つまり、新し

いルールのもとでは、コアな活動（例えば、現地の法人

が行っている活動）並びにに準備又は補助的な性格の

活動の両方に従事する関連者に焦点が当てられること

となる。そして、これらの活動の組み合わせが補助的

な性格の活動を逸脱していると解釈された場合には、

全ての活動が PEであると認定される可能性がある。 

3. 間接税 

(1) 付加価値税法 

1) 電子出版物 

本税制改正案では、出版物と電子出版物に対する付加

価値税法上の平等な扱いを目的とし、2020年 1月 1日

より書籍、新聞、雑誌などの特定の電子出版物及び日

刊新聞、（週刊）雑誌、定期刊行物などのニュースウェブ

サイトへのアクセスについても軽減付加価値税税率（現

在 9％）が適用されることが予定されている（電子出版物

については、現在標準税率が適用されている）。現在、

遡及適用の有無に関しての発表はなされていない。 

2) 輸送を伴う欧州域内で行う資産の譲渡（クイックフィ

ックス） 

2020年 1月 1日より、「貿易の調和と簡素化に関する

欧州指令（Directive）」に準拠し、「輸送を伴った欧州域

内で国境を跨いで行う資産の譲渡」の付加価値税法の

取扱いについて、他の欧州加盟国での取り扱いと調和を

図り、また簡素化するための法案を導入することを予定

している。（欧州加盟国は本欧州指令を、2020年 1月 1

日より前に施行する義務があります。） 

以下 4つの論点に関し改正が反映される予定である（ク

イックフィックスとも呼ばれている）。 

 既に顧客が特定されている状態で課税事業者が欧

州域内で国境を跨いで資産の譲渡を行う際に、まず

当該顧客への譲渡前に一時的に当該資産をその顧

客所在地国に移動及び保管しておき、最終的に顧客

所在地国において当該顧客に譲渡を行う場合に適

用される規定の変更（コールオフストック制度とも呼

ばれている） 

 いわゆる三角取引（同一資産を対象とする資産の譲

渡に、例えば異なる 3人の事業者が関わり、資産が

最初の事業者から最後の事業者に直送されるような

取引）に係る、越境取引判定基準の変更 

 「輸送を伴う欧州域内で国境を跨いで行う資産の譲

渡についての非課税」の適用を受けるための輸送さ

れたことを証する証憑に関する変更 

 「輸送を伴う欧州域内で国境を跨いで行う資産の譲

渡についての非課税」の適用を受けるための、付加

価値税登録番号要件に関する変更 

コールオフストック制度の適用要件の一つである、リポー

ティング要件はリポーティングを行うために必要となるデ

ータ交換のためのシステムが 2020年 1月 1日までに

整わない見込みであることから、当該要件は 2020年 4

月 1日までは適用されないこととなっている。 

(2) 固定資産譲渡税法 

1) 標準税率の 6％ から 7％への引上げ 

2021年 1月 1日より、事務所、工業用建築物等、非居

住用建築物の譲渡について適用される固定資産譲渡税

の標準税率が現行の 6％から 7％に引き上げられること

が予定されている。居住用建築物の譲渡に適用される

軽減税率 （2％）については当面の間適用されますが、

2019年 11月に改正案が発表されることが予想されて
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いる。現段階では、移行法案についての発表はなされて

いない。 

(3) 保険料税  

1) 非課税制度 

保険料税法について、以下 2種類の非課税制度が（正

式に）導入されることが予定されてる。  

 雇主が潜在的な金融債務を填補することを目的とし

た保険について、非課税制度が適用されることが予

定されている。この制度は実務上すでに適用されて

おり、本税制改正案で、正式な規定になることとなる 

 農業経営者のための天候リスクに対する損害保険に

ついて、非課税制度が適用されることが予定されて

いる。欧州委員会より、本改正が欧州法に準拠した

ものであることは確認がなされている 

4. その他 

(1) 行政処分内容の公表  

脱税防止のため、2020年度税制改正案のもとでは、仮

に納税者の脱税幇助等を行った場合、当該脱税幇助等

を行った者の氏名（会社名）、罰金額等がオランダ当局

のウェブサイト上で公表される可能性がある。 

(2) Work-related costs rules （WKR）に係る改正 

Work-related costs rules（以下「WKR」）は、従業員の

生活に関して保障される福利厚生費用及びその他の諸

経費等に関して課税対象となる部分を規定している。現

行法上WKRは上記保証額に関して、賃金総額に対し

て最大で 1.2％までを非課税対象としている。 

しかしながら、現行の上限額（1.2％）は、低賃金の従業

員を抱える中堅企業にとっては満足のいく水準ではな

く、改正案の下では賃金総額が 400,000ユーロまでは

1.7％、それを超える場合は 1.2％となる予定である。そ

の他、必要となる行政手続についても改正が予定されて

いる。 

(3) とん税に係る改正 

オランダのとん税税制は、国際的に活動する船舶会社

について年間の課税所得を当該船舶会社が有する船舶

の容積トン数に基づいて決定する税制を整備している。

この税制は EUが規定する各種支援制度、追加導入さ

れた船舶管理、艦船業務に係る規制とも適合していると

されている。昨年、欧州委員会はオランダのとん税税制

に関して 2020年 1月より適用要件等が下記のように厳

しくなるようであれば、追加導入された船舶管理等の既

存の規制についても各種支援制度との均衡を取りその

適用を延長すると述べている。  

 定期用船契約/航海用船契約を行う船舶会社（以下

「船舶会社」）：船舶会社が保有する船舶の EU／

EEA外への船積純容積トン数（日次）の年間合計が

所定の船舶が保有する純容積トン数（日次）の年間

合計の 75％を超えないこと。 仮に 75％を超える場

合、とん税税制は船舶会社に対しては適用できない 

 既存の例外規定（flag requirement）についてもその

適用要件が厳格化される 

 とん税税性の適用を受けるためには、非輸送活動に

係る収益は船舶に係る収益合計の 50％を超えては

いけない可能性がある。仮に 50％を超える場合は、

非輸送活動に係る収益は経常的に区分課税される

こととなる。また、とん税税制等の適用に当たって

は、一定の活動要件（activity test）が課されることと

なる 
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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 
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