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1.

研究開発費に係る税額控除

研究開発費に係る税額控除（above the line：以下
「ATL 税額控除」）をまだ採用していないが、2015
年 12 月期から採用することを計画している企業は、
そ の 四 半 期 分 割 納 税 （ quarterly instalment
payments）への影響を検討する必要がある。ATL
税額控除を採用すると、研究開発費に係る既存の
所得控除制度（R&D super-deduction）は適用で

schemes of arrangement）」により英国上場企業
の株式公開買付けを行う事例の増加に対処する
ための改正である。政府は当該スキームは「税の
抜け穴」とみなし、防止策を導入した。本改正によ
り、当該スキームを用いて株式公開買付けを行う
ことはできなくなった。当該スキームの使用が認め
られるのは株式譲渡を伴うスキームの場合だけで
あり、その場合には 0.5％の印紙税が課される。

きなくなり、ATL 税額控除金額は損益計算書上の

本ガイダンスは、取引内容に基づく印紙税額の具

利益として計上されるため、納税を行っている企業

体的な計算および支払の方法ならびに必要な提

の納税額が増加することになる。

出文書を規定している。

ここで、ATL 税額控除を受けるには英国歳入税関

株式公開買付け以外の取引（持株会社の設立等）

庁（HM & Revenue and Customs：以下「HMRC」）

を実行するために裁判所認可が必要で、当該ス

との合意が必要なため、四半期分割納税額に適

キームおよび裁判所認可が印紙税免除もしくは減

切な調整を行わないと分割納税額に不足が生じ、

免の要件を満たしている場合でも、当該裁判所命

当該不足額に係る利子が発生する。ATL 税額控

令は HMRC に提出の上審査を受ける必要がある。

除金額には還付税金とは異なり利子が付かない

印紙税免除もしくは減免規定が当該スキームおよ

ため、納税不足額に対して発生した利子を税額控

び裁判所命令に適用される場合、裁判所命令は

除金額に対する利子と相殺することはできず、当

強制的に認可され（compulsory adjudication）、

該利子額は企業が負担することになる。

印紙税免除もしくは減免を受けるための申請を通

2.

HMRC ガイダンス：株式公開買付けに
おける減資の規制

常どおり行う必要がある。

3.

間接税額控除：上級裁判所が棄却

2015 年 3 月 4 日 、 Companies Act 2006

上級裁判所（Upper Tribunal-Proudman 判事およ

（Amendment of Part 17） Regulations 2015 が

び Bishopp 判事）は Peninsular and Oriental

発効された。これは印紙税の発生しない「スキー

Steam Navigation Company（P&O）訴訟におけ

ムオブアレンジメントによる株式消却（cancellation

る P&O（本件納税者）の訴えを棄却し、本件納税
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者が実行した二重課税控除濫用スキーム（double

を支払わなくてはならないことを意味するものでは

tax relief booster structure：以下「本スキーム」）

ない」と主張し、複利計算された利子額の支払に

はその目的を達成できないという判断を下した。

関する高等裁判所および州裁判所への請求訴訟
の停止を引き続き求めると同時に、税務裁判所へ

本スキームは以下のとおりである。まず、オースト
ラ リ ア 法 人 が 英 国 の 無 限 責 任 会 社 （ unlimited
company）に 193 百万豪ドルを払込み、その対価
として同会社の株式を取得した。当該金額の受領
により、英国無限責任会社は短期間で運用利益を
稼いだ。その後、当該無限責任会社は資本金を最
小金額にするための減資を行い、193 百万豪ドル
を剰余金に振り替えた。当該剰余金およびその運
用利子所得はオーストラリア法人に配当として支
払われ、その後英国に配当として支払われた。そ
して、オーストラリア法人から受領した配当の全額

の申立ての一時停止を求めている。本声明による
と HMRC は上級裁判所への異議申立ての行方を
見守り、本訴訟の最終結果（最高裁判所への異議
申立て許可申請の否認であろうと、最高裁判所の
決定であろうと）を待ちたいとしている。HMRC の
異議申立て許可申請の結果が出るまでには数カ
月かかる可能性が高い。その間、企業は上級裁
判所への既存の異議申立てならびに高等・州裁
判所および税務裁判所への請求を継続すると同
時に、追加の申立て・請求についても必要に応じ
て行うべきである。

について間接税額控除が申請された。しかし、当
該配当の主な原資は減資により生じた剰余金であ
り、課税を受けたものではなかった。当時の税法
では、英国法人が配当を行った場合の間接税額
控除が規定されていた。

5.

HMRC との対話：VAT 詐欺の最近の傾
向

HMRC は、VAT 詐欺（MTIC）が起こるのは取引さ
れる商品種類とは関係なく、サプライチェーン管理

上級裁判所は下級裁判所の「本件納税者が直接

が脆弱な場合だと考えている。VAT 詐欺に関与す

的または間接的に関連会社から受け取った配当

る企業が、取引を合法化するために大規模企業と

について、2,000 万ポンドを超える税額控除を受け

の取引関係や合法的な取引パターンを構築し、そ

ることはできない」とする見解を支持したが、その

れらを利用して詐欺行為を隠ぺいする事案が増え

根拠は下級裁判所とは異なり、「本件スキームは

ている。HMRC は、詐欺対応において最も先進的

その目的を達成できず、異議申立て棄却の理由

（かつ協力的）な税務当局となることを目指してお

はそれで十分である」とし、ラムゼイ原則（Ramsay

り、そのリスクについて警告するために頻繁に英

line of cases）が適用されるか否かを検討する必

国内の企業を訪問し、英国以外の欧州地域で子

要はないとする判断を下した。

会社（または支店等）を通じて行われている詐欺
事件を発見することもある。また、HMRC は英国

4.

付加価値税：複利計算に基づく利子支
払請求に関する HMRC の声明

での警告を英国外の欧州事務所に伝えるよう要
請し、「顧客・サプライヤーを知る」ための確認を定

Littlewoods Retail Limited and Ors 訴訟（本訴訟）

期的に更新し、行う重要性も強調している。さらに、

における納税者（本件納税者）の訴えを認めた控

取引パターンの増加を追っていると、不正企業が

訴 裁 判 所 （ Court of Appeal ） の 決 定 を 受 け 、

これまで取引のなかった合法企業に目を向け、

HMRC は、当該訴訟に関する見解を示す声明

様々なルートで詐欺取引を行おうとしているのが

（Brief）を発表した。控訴裁判所は、本件納税者へ

見つかる場合があると述べている。

の単利計算された利子の支払は、本件納税者が
過大に支払った付加価値税（Value Added Tax：
以下「VAT」）額に対する十分な補償にはなってお
らず、本件納税者は複利計算された利子額を受け
取る権利があるという判決を下した。これに対し、
HMRC は予想どおり、控訴裁判所の判決に異議
申立てを行う許可を求めることを表明した。また、
HMRC は、「控訴裁判所の決定は、HMRC が本
件納税者以外の納税者に複利計算された利子額
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