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1.

HMRC が FRS 102 に関する説明文書
を改訂

英国歳入税関庁（HM Revenue and Customs：以
下「HMRC」）は FRS 102 に関する説明文書を改
訂した。当該文書は、2014 年 1 月に FRS 102 適
用の選択を検討している企業および既に適用の
選択をした企業をサポートするために作成された
ものである。当該文書は会計基準変更の主要な
影響および旧 UK GAAP から FRS 102 に移行す
る企業への税務上の影響を解説している。また、
内容は法人税が中心としているが、多くの会計上
および税務上の取扱いは似通っているため、個人
所得税の対象となる個人（および他の事業体）が
FRS 102 を理解する助けにもなるものである。た
だし、法人税と個人所得税の重要な相違のうち、
当該文書には記載されていないものもある。

2.

「利子等の損金算入を通じた税源浸食
の制限」に関する諮問

英 国 政 府 は OECD の 「 税 源 浸 食 と 利 益 移 転
（ Base Erosion and Profit Shifting ： 以 下
「BEPS」）」最終報告書行動 4「利子損金算入や他
の金融取引の支払」における提言に関する諮問文
書（Consultation Document）を公表し、2016 年 1
月 14 日まで意見を募集している。諮問文書の主
な内容は、最終報告書に示されている「ベストプラ
クティス アプローチ」の概要についてである。英国
政府は選択可能な税制のオプションの多くについ

て見解を固めておらず、今回の意見募集における
企業の反応により結果が左右される機会がある。
政府は、形式的に利子損金算入を制限することは
英国税務政策における大きな転換であることを認
めており、2016 年 3 月に予算案と一緒に公表され
ることが予定されている「法人税ロードマップ
（Business Tax Roadmap）」の中で方向性を示す
予定である。新しい制度が英国内のすべてのグ
ル ー プ 会 社 の Tax EBITDA （ earnings before
interest, taxes, depreciation and amotisation）の
合計に対して適用されるべきという提案は、有用
なものと想定される。これは、最終報告書に列挙さ
れている多くの問題（欠損法人や多額の非課税配
当を受領する持株会社の取扱い等）について対応
されると考えられる。しかし、英国内のグループ会
社を「英国サブグループ」として合計することが、
EU 法で認められるか否かは不明である。詳細に
ついては英国大使館のウェブサイト（英語）を参照
のこと。

3.

パテントボックスに関する諮問

HMRC は、パテントボックスについての諮問文書
（Consultation Document）を公表した。これは、
BEPS プロジェクトの一環として、2016 年 7 月 1
日から知的財産（IP）所得に係る優遇税制に新し
い枠組みが適用されることを決定した「有害税制
への対抗に関するフォーラム」を受けてのものであ
る。当該プロジェクトのスケジュールは既に決定し
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ているため、HMRC は、諮問文書に寄せられた意

Relationship Manager 以下：「CRM」）の姿勢に

見の発表後に法案を発表するのではなく、諮問プ

ばらつきがあることは今後も検討すべき課題であ

ロセスの内容を盛り込んだ法案を 2015 年 12 月中

ること、また、文書の作成・提出義務およびペナル

に発表する予定である。諮問文書への意見は法

ティーへの注目が高まっているために、SAO 制度

案への必要な修正（12 月に発表される草案への

に規定されている「主要義務（main duty）」および

コメントに基づく修正を含む）と共に 2016 年春に発

その趣旨への関心が薄れていることを認めている。

表される予定である。本諮問文書の意見募集の期

さらに、350 のペナルティー事例のうち、3 つを除く

限は 2015 年 12 月 4 日である。

すべてが事務手続違反によるものであり、またそ

4.

DMWSHNZ Ltd 訴訟：グループ内のみ
なし資産譲渡：控訴裁判所訴訟で納税
者が敗訴

れらのおよそ 3 分の 2 はここ 18 カ月の間に課され
たことを示した。当該制度はいまだ実施早期にあ
るが、HMRC は、手書き署名入りの紙ベースの証
明書の提出を認める要件および通知書と証明書

控訴裁判所（Court of Appeal）は DMWSHNZ

を別書式とする要件等について当該制度の形式

Limited 訴訟（DMWSHNZ Limited 対 HMRC）

を一部緩和することを検討している。このような形

において DMWSHNZ Limited（以下「本件納税

式緩和により、「主要義務」や合理的な手順

者」）の訴えを棄却した。

（reasonable steps）」に関する追加ガイダンスの
発表に基づく証明書の正確性に新たな注目が集

当該訴訟においては、納税者が、他のグループ会

まることが見込まれる。HMRC はまた、SAO 制度

社とともに、グループ企業への貸付金の償還より

は CRM ミーティングの主要な議題であること、個

実現したキャピタルゲインを税務計算上他のグ

別の取組みとしてではなく重要な税務上の問題と

ループ会社に移転する申請を有効に行ったかどう

併せて検討すべきであること、また企業のリスクレ

かが争われていた。他のグループ会社は、キャピ

ビューでも中心的課題として取り扱われるべきで

タルゲインの全額を相殺するキャピタルロスを有し

あることを強調した。

ていた。

6.
控訴裁判所は、キャピタルゲインの移転は有効で

年金基金費用に係る VAT 回収に関する
HMRC の説明

はなかったと判示した。税法上、移転は実際の売
却が第三者に対して行われた時にのみ認められ

予想されていたとおり、HMRC は年金基金管理費

ており、これは本件に第三者への売却は行われて

用に係る VAT（Value Added Tax：付加価値税：以

いない。本件納税者は公正性および目的論的解

下「VAT」）の控除に関する追加説明（Brief）を発表

釈に基づき反論したが、唯一見解を示した

した。この説明は PPG Holdings BV 訴訟の欧州

Lewison 控訴裁判所判事は「公正性および目的

司 法 裁 判 所 （ Court of Justice of European

論的解釈ができる場合とできない場合の境界線は

Union：以下「CJEU」）判決に基づく HMRC の方針

議会が既に判断している」とするとともに、非法定

変更を規定する Brief 43（2014）および Brief 8

の文書に依拠することも否定した。

（2015）に続くものである。今回の追加説明では、
現行の「移行期間（雇用主および年金基金が、

5.

シニア アカウンティング オフィサー制
度の運用：HMRC がミーティングを開催

2015 年 9 月 23 日、HMRC は、シニア アカウン
ティング オフィサー（Senior Accounting Officer：
以下「SAO」）制度の運用実績の評価、経験の共
有および将来的な方向性を検討するためのラウン
ドテーブルミーティングを開催した。HMRC は、税
務コンプライアンスが向上し、企業内の税務に対
する認識が高まったという点で制度実施は成功で
あると考えている。しかし、個々のカスタマー リ
レーションシップ

マ ネ ジ ャ ー （ Customer

VAT Notice 700/17 に規定されている年金関連業
務に係る VAT の還付について「旧」ルールを適用
することが認められる期間）」が 2016 年 12 月 31
日まで延長されることを確認している。また、
HMRC Brief 8（2015）に規定されている「三者間
契約」の使用に関連して法人税上の問題が生じる
ことも認めており、雇用主が年金関連業務に係る
VAT を還付できるようにするための複数の代替案
も検討している。ただし、これらの代替案にはまだ
課題が残っており、HMRC は本年中に追加のガイ
ダンスを発表するとしている。
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