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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.

北アイルランド法人税

2.

ハイブリッド ミスマッチ規定：事例集の発
表

北 ア イ ル ラ ン ド 法 人 税 法 （ The Corporation Tax
（Northern Ireland） Act）は、北アイルランド行政府

2015 年 12 月 22 日、ハイブリッド ミスマッチに関す

（Northern Ireland Executive：以下「行政府」）が

る法案の適用事例集が公表された。これらの事例

Stormont House 合意に基づく施策およびそれに続

は、OECD の「ハイブリッド ミスマッチ アレンジメン

く改革の成功を含む財政の持続可能性を示すこと

トの効果の無効化に関する最終報告（Final Report

を条件に、北アイルランドがほとんどの事業所得に
ついて独自の法人税率を定める権限を認めている。

on Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch
Arrangements）」の中の事例にハイブリッド利益移

行政府は新税率（12.5％）を 2018 年 4 月から適用

転に関する補足を加えたもので、2015 年 12 月 9 日

すると発表している。これに関連して、英国歳入税

に公表されたハイブリッド ミスマッチ法案への理解

関庁（HM Revenue and Customs：以下「HMRC」）

を助けることを目的としている。2016 年中には追加

と 北 ア イ ル ラ ン ド 財 務 人 事 省 （ Department of

のガイダンスが発表される予定である。

Finance and Personnel, Northern Ireland）は、北
アイルランド法人税（Northern Ireland Corporation
Tax （NICT））の規定および運用に関する取決めを
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VAT の国内リバースチャージ方式：2 月 1
日から卸売電気通信サービスに適用

定めた覚書に調印した。それによると、北アイルラン

一定の卸売電気通信取引に「リバースチャージ」方

ド法人税に関する規定および指針は英国法人税制

式に基づく付加価値税（Value Added Tax：以下

度に含まれ、HMRC が管理することとなる。また、

「VAT」）を導入する新制度が発表された。新制度に

北アイルランド法人税納税義務を負う法人とのやり

関して発行された「変更内容およびその影響を説明

取り（情報提供、徴税および申告義務を含む）、課

する通達文書（Tax Information and Impact Note）」

税または徴収に関する争いならびに法人の税務事

によると、リバースチャージ方式は固定回線、モバ

項についても HMRC が管轄する。覚書の中には、

イルネットワークまたはインターネットを通じた電気

IT および管理体制の構築に関する規定ならびに実

通信サービスおよび関連データ（テキストおよび画

施に伴い HMRC に発生するコストの北アイルランド

像）の卸売取引に適用され、卸売以外の取引や英

財務人事省への請求に関する規定も含まれている。

国 VAT 登録を行っていないまたは登録義務のない
企業には適用されない。卸売電気通信サービスへ
のリバースチャージ方式導入については議論が続
いていたが、事業者が VAT を納税しないまま行方
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不明になる詐欺（Missing Trader Intra-Community
（MTIC） fraud）で税収が減少する懸念が広がる中、
HMRC が導入を早めたと思われる。リバースチャー
ジ方式の導入により、VAT を 徴収した事業者が
HMRC に納税を行わない詐欺行為の撲滅が期待さ
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