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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。

1.

欠損金の引継ぎ：HMRC が上級裁判所
で勝訴

2.

重要な支配者（Persons of Significant
Control）：登録開始

Leekes Ltd（以下「Leekes」）が提起していた欠損金

英 国 の 法 人 （ Company ） 、 有 限 責 任 事 業 組 合

引継ぎに関する訴訟において、今般、上級裁判所

（Limited Liability Partnership：以下「LLP」）および

（Upper Tribunal）は簡易裁判所（First-tier Tribunal）

その他一定の事業体による、重要な支配者

の決定を覆す判決を下した。Leekes グループは同

（persons of significant control）の特定及び、その

種の事業を行っていた Coles Of Bilston Ltd（以下

情報の企業登記局（Companies House）への申告

「Coles」）を買収した。買収当時、Coles は繰越欠損

制度の運用が開始した。提出された情報（法人や

金を有していた。Coles 買収後、Leekes は Coles 事

LLP 等を所有または支配する個人の名前、誕生年

業のブランド名を Leekes に変更し、事業を継続した。

月、国籍および保有持分の詳細等）は「重要な支配

英国歳入関税庁（HM & Revenue and Customs：

者の登録名簿」として公表される。2016 年 6 月 30

以下「HMRC」）と Leekes は、事業が承継されたこ

日以降、（上場企業を除く）英国法人および LLP は、

と、また事業承継後にも Leekes が単一の事業しか

企業登記局に年次報告書（annual statement）を提

行っていなかったことには合意したが、HMRC は

出する際にこれらの情報を申告しなければならない。

Coles の欠損金は「Coles から承継した事業」の利

詳細については下記を参照のこと。

益とのみ相殺すべきであると主張し、Leekes は相

＞＞GOV.UK（英国政府ウェブサイト（英語））

殺が制限される理由はないと反論していた。上級裁
判 所 は HMRC の 主 張 を 支 持 し 、 「 被 買 収 企 業
（Coles）単独では、買収後の拡大された事業を行う
ことはできなかったと認められるため、Coles の繰越
欠損金と相殺できるのは Coles が単独で事業を
行っていたならば稼得されるであろう利益のみであ
る」という判断を下した。詳細については下記を参照
のこと。

3.

VAT バウチャーに関する欧州新規則：
2019 年 1 月 1 日までに施行

EU 理事会（EU Council）は、バウチャー取引の法
的確実性を向上するための EU 指令を承認したと発
表した。当該指令の範囲は欧州委員会（European
Commission）が 2012 年に提出した提案書よりも狭
まっており、単一目的バウチャー（single-purpose

＞＞BAILII.org（英国及びアイルランド法律情報協

voucher）および多目的バウチャー（multi-purpose

会ウェブサイト（英語））

voucher）の定義、並びに双方の課税価格の算定方
法が定められている。欧州連合（European Union：

1

以下「EU」）加盟国は 2018 年 12 月 31 日までに当

過去のニュースレター

該指令を国内法令に反映しなければならず、新規

過去に発行されたニュースレターは、

定は国内法が施行された日以降に発行されるバウ

下記のウェブサイトをご覧ください。

チャーに適用される。これに伴い、英国の視点から
予測される疑問点は二つある。一つは英国の EU 離

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

脱による影響、もう一つは控訴裁判所（Court of
Appeal）での審理を待つ Associated Newspapers

本件に関するお問い合わせ

訴訟の争点に鑑み、現行の英国規定が施行予定日
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まで維持されるのか、それともそれより前に変更さ
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れるのかである。詳細については下記を参照のこと。

ディレクター 日高 大雅

hhidaka@deloitte.co.uk

＞＞The Council of the European Union（EU 理事
会ウェブサイト（英語））

4.

上級裁判所判決：「対象外」所得に係る仮
払 VAT は回収不可
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Vehicle Control Services Ltd（以下：「VCS」）訴訟
において上級裁判所は、簡易裁判所の判決を支持
し、VCS は、「VAT 対象外」の所得、つまり、VCS の

東京都千代田区丸の内三丁目 3 番 1 号
新東京ビル 5 階

管理する駐車場において駐車規則を違反した運転
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手に課された罰金による収益に係る仮払 VAT を回

email： tax.cs@tohmatsu.co.jp

収することはできないことを追認した。2013 年、控

会社概要： www.deloitte.com/jp/tax

訴裁判所は、罰金が VAT 対象外であることについ

税務サービス：www.deloitte.com/jp/tax-services

て VCS の主張を認めた。HMRC はこの控訴裁判所
の決定はつまり、VCS は仕入れ費用に係る仮払
VAT のうち対象外収益にかかる部分については回
収することはできないと主張していた。簡易裁判所
は既に当該主張を支持していたが、今般、上級裁
判所も同様の判断を下した。
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