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1.

の自動クロスチェックによって、未提出企業が特定される
ため、短期間に行政処分が急増することが想定される。

法人税（分割納付）（改正）法 2017

法人税（分割納付）（改正）法 2017 が、2019 年 4 月 1
日から施行される。この改正法は、大企業と定義される
企業に対し、その法人税の予定納付を義務付けた、法
人税（分割納付）法 1998 を改正するものである。2015
年 7 月 8 日に発表された予算案において、英国政府
は、課税所得が 2,000 万ポンドを超える企業又は持分
比率 51％以上に該当するグループに属する場合、その
グループ内の企業の数に応じて按分された金額を超え
る企業（一定の大企業）については、法人税の納付期限
が従来より 4 カ月前倒しされる旨を公表した。当初この
規定は、2017 年 4 月 1 日以後開始の会計年度から適
用される予定であったが、2016 年に発表された予算案
において、導入時期が 2017 年 4 月から 2019 年 4 月に
延期されることが発表されている。詳細については、以
下を参照のこと。

3.

OECD は、電子経済が急速に発展する状況に鑑み、ク
ロスボーダー取引に係る VAT 対応に関して一貫した国
際的基準の導入を支援するため、新ガイダンスを公表し
た。G20／OECD の BEPS プロジェクトにおいて、電子
商取引の急発展及びこれが企業対消費者間（B2C）取
引に係る VAT の徴収に与える影響は、重要な課税上の
課題であることが指摘された。新ガイダンスである「供給
者が課税地に所在しない場合の VAT／GST の効果的
な徴収メカニズム（Mechanisms for the Effective
Collection of VAT/GST Where the Supplier Is Not
Located in the Jurisdiction of Taxation）」は、2015 年
BEPS 行動 1 に係る報告書において推奨されていると
おり、B2C 取引について非居住供給者が課税地におい
て VAT 登録及び徴収を行うベスト プラクティスを基盤と
している。新ガイダンスは、課税地における一貫した徴収
メカニズムの導入促進を図ることによって、電子商取引
に従事するサプライヤーのコンプライアンス費用を削減
しながら、コンプライアンスの水準を高めるために貢献す
る。詳細については、以下を参照のこと。
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2.

VAT：OECD：クロスボーダーVAT 徴収に係る新ガ
イダンス

シニア アカウンティング オフィサーに関する最新
情報

英国歳入関税庁（Her Majesty's Revenue and
Customs：以下「HMRC」）のポリシーチームによる最新
情報によると、HMRC による一層統合された「協力的コ
ンプライアンス」の取組において、シニア アカウンティン
グ オフィサー（Senior Accounting Officer：以下「SAO」）
制度が引き続き中核を担うことが明確となっている。ま
た、提出の遅延又は内容の不足に対しても引き続きペナ
ルティーが課されるが、昨年度においては、主たる職務
の不履行に関連したもの又は不正確な証明書の提出に
係るペナルティーは課されていない。SAO の存在は、
HMRC による CCM（Customer Compliance
Managers）に対する新しいトレーニングにおいても重要
視されており、将来的には、主たる職務の不履行又は不
正確な証明書に対して、より一層のペナルティー処分が
課されると見込まれる。HMRC は、SAO による申告を推
進・監視するために、より自動化されたアプローチの実
施を試みている。これが国家的に展開された場合、提出
企業と企業登記局（Companies House）における情報と
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4.

VAT 還付金には複利計算を適用しない（英国最高
裁判所、リトルウッズ訴訟）

英国最高裁判所は、リトルウッズ（Littlewoods）による、
1973 年から 2004 年における 2 億 500 万ポンドの VAT
還付金に係る複利計算された利子額（12 億 5,000 万ポ
ンド）の損害賠償請求を棄却した。英国裁判所は、リトル
ウッズによる支払請求は、1994 年付加価値税法の第
78 条における法定利息に係る規定（利息を得る唯一の
方法として英国議会が意図した規定）に基づき、排斥さ
れるという判決を下した。さらに、英国裁判所は、EU 法
において、還付金に係る複利を得る権利は規定されてい
ないと判断した。リトルウッズ訴訟における欧州連合司
法裁判所（Court of Justice of the European Union ：以
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下「CJEU」）の判決は、一般的な利子の受領権利が付
与されていることが裏付けられたが、還付が単利か複利
かは国内法に委ねられるとした（ただし、これが「十分な
補償」であることを条件とする）。英国最高裁判所の解釈
によると、CJEU は、単利計算された利子（2 億 6,800 万
ポンド）の支払は合理的な救済であり、他の加盟国諸国
においても単利支払が導入されている事に言及した。し
たがって英国最高裁判所は、本訴訟における、リトルウ
ッズへの単利計算された利子の支払は、リトルウッズか
ら十分な補償を得る権利を奪うものではないとしている。
本判決により、高等裁判所（High Court）を通じて行われ
た訴訟はこれ以上上訴ができないことを意味する。税務
裁判所（Tribunal）を通じた訴訟に関してはさらに CJEU
への付託を求める事が理論上は可能ではあるが、最高
裁判所がさらなる付託は不要であると表明していること
から、これによって訴えが認められることはないと思われ
る。詳細については、以下を参照のこと。
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