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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。 

英国 2018 年度予算案

英国経済の見通しに不透明感が漂う中、Philip 
Hammond 財務大臣は、10 月 29 日に 2018 年度予算

案を公表した。  

公表された 2018 年度予算案の主な背景として、経済情

勢の変更と、英国の市場開放の推進がある。Hammond
財務大臣は、必要な場合は、2019 年春の予算演説を財

政イベントとする用意があることを明らかにしているもの

の、Brexit に関して特別な税制に関わる制度は何ら公表

されなかった。一方、今回公表された改正点に関わる法

案は、2018 年 11 月 7 日に公表された。  

なお、以下に概説する改正点はいずれもまだ施行されて

いないが、過去の予算案の事例を踏まえると、2019 年

の春に施行されるものと見込まれる。  

本ニュースレターは、今回の予算案の中から、特に日系

企業グループにとって重要と考えられる項目についてま

とめたものである。英国の 2018 年度予算案についての

詳細及び解説については、以下を参照のこと。 
＞＞Deloitte UK ウェブサイト（英語） 

1. ビジネス・タックス  

(1) 法人税率  

予算公表前のメディアの一部の予想では、英国の法人

税率は 19％に据え置かれる可能性があるとされていた

が、今回の公表によってその予想は外れたことになっ

た。英国の法人税率は、2016 年に成立したとおり、

2020 年 4 月 1 日から 17％に引き下げられる。  

日本企業グループにとって、これは場合によっては日本

の外国子会社合算税制の影響を引き続き検討を必要と

することを意味し、特に 2018 年 4 月 1 日から適用され

ている改正後の日本の外国子会社合算税制も考慮する

必要があることを意味する。  

(2) デジタルサービス税  

Hammond 財務大臣は、2020 年 4 月からデジタルサー

ビス税（以下「DST」）を導入すると公表した。この新たな

税制の概要は次のとおりである。  

 サーチエンジン、ソーシャルメディア・プラットフォー

ム、オンライン市場から生じる英国のユーザーから稼

いだ売上高に対し 2％の税を課す。DST は、オンラ

インでの物品の販売に課される税でも、オンライン広

告あるいはデータ収集に課される一般的な税でもな

い 
 DST は利益を計上している事業にのみ適用されるも

ので、こうした活動によるグローバル収入が年 5 億

ポンド以上の企業が対象とされる。さらに、これは、

英国のユーザーから 2,500 万ポンド超の売上を計上

している企業のみに適用されるものであり、英国ユー

ザーから多額の収入を得る企業のみが対象となる制

度となる 
 本制度には、利益率の極めて低い事業については

実効税率を下げるセーフ・ハーバーが設けられる予

定である。DST は、英国の法人税上損金算入が可

能であり、法人税額に対して控除の対象とならない 
 Hammond 財務大臣が、グローバルでのデジタル課

税に関する新たな税の枠組みを導入すべきであると

いう英国政府の考えを明らかにしており、DST は一

時的な新税制とされ、包括的なグローバルベースで

の新たな税制が導入されるまでは、この新税制が適

用されることになる 

英国政府は DST の詳細についてのコンサルテーション

を開始し、2019‐2020 年財政法案に含める予定であ

る。  

(3) のれん償却  

英国政府は、適格知的財産を有する事業を買収した場

合、取得したのれんの償却を一部可能とすることについ

ての詳細を公表すると発表した。これは 2015 年に公表

http://www.ukbudget.com/
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/tax/it/jp-it-global-tax-update-uk-october2018-en.pdf
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された改正を取り消すものであり、資産買取（アセット・デ

ィール）の際に取得されたのれんに対して適用される。  

本改正の詳細について 2018 年 11 月 7 日に公表され、

その後短期間のコンサルテーションが設けられる。本制

度の適用は 2019 年 4 月からと見られている。 

(4) 2002 年 4 月以降の無形固定資産に係るグループ

離脱チャージ  

グループ内で譲渡損益が認識されずに譲渡された一定

の無形固定資産を有する企業がグループを離脱した場

合、グループ離脱チャージ（degrouping charge）が生じ

る可能性がある。今年行われたコンサルテーションを経

て、英国政府は、2002 年 4 月 1 日以後に取得した無形

固定資産について、グループ離脱チャージの規則を改め

ると公表した。グループ離脱チャージを引き起こした取引

が株式の重要持分譲渡に関わる非課税制度

（substantial shareholding exemption）の適用要件を満

たす場合には、グループ離脱チャージは発生しないこと

になる。本改正により、2002 年 4 月以後に取得した無

形資産の取扱いが他の資産の取扱いと同等になる。  

この改正点は、2018 年 11 月 7 日以降に発生したグル

ープ離脱チャージを引き起こす取引について適用され

る。  

(5) 外国子会社合算税制（CFC 税制）  

英国の外国子会社合算税制（以下「CFC 税制」）を EU
の租税回避防止指令（ATAD）に準拠させるため、CFC
税制について 2 つの改正が行われ、共に 2019 年 1 月

1 日より適用となる。この改正は、英国会社が中間持株

会社の役割を果たす場合に影響を受ける可能性があ

る。  

改正の内容には、支配の定義の変更が含まれ、外国会

社が支配されているか否かを判定する際に、関連企業

が保有する持分も考慮することを意図している。例えば、

外国会社の少数株式を英国会社で保有し、それより多

い株式を直接日本親会社で保有している（英国及び日

本親会社合わせて、外国会社の 50％以上の株式を保

有している）場合等も該当することになる。  

また、もうひとつの改正は、営業外金融所得について英

国に重要な人的機能（SPFs）があることを理由に部分的

又は完全な適用除外を受けられていた制度が廃止され

る。 

(6) 無形資産に関するオフショア収益  

2017 年の秋季予算案では、英国内売上につながる英

国非居住者に対するロイヤルティーの支払に関して源泉

課税の対象とされる制度が盛り込まれた。今回の公表で

は、この制度の内容について、次を含むいくつかの変更

が加えられた。  

 税金は、源泉税としてではなく、英国非居住法人より

所得税として直接課税される（該当する租税条約の

適用を受ける可能性）  
 本税制の範囲を拡大し、英国市場における第三者を

介した無形資産の間接的な利用から生じるロイヤル

ティーや所得も含まれる  

 英国内売上が年間 1,000 万ポンド以下のデミニマス

基準や、他の除外規定も導入される 

本税制は 2019 年 4 月 6 日より適用され、租税回避行

為に対する規則（anti-forestalling rule）は 2018 年 10
月 29 日から適用される。 

(7) 迂回利益税（DPT 税制）に関する改正  

Hammond 財務大臣は、迂回利益税(Diverted Profits 
Tax：以下「DPT 税制」)の改正も公表した。DPT 税制

は、英国の税源を侵食する一定の人為的な取引調整に

対応するために、2015 年に導入された。公表された改

正は、2018 年 10 月 29 日より適用される。  

本改正によって、英国歳入税関庁（HMRC）と納税者側

が協議を行い DPT 税制における税額を確定するための

検討期間（review period）を 12 カ月から 15 カ月に延長

し、検討期間の最初の 12 カ月のうちに申告書を修正す

れば、DPT 税制において対象となる税額を下げられるこ

とが明確にされた。  

さらに、検討期間の終了後、及び DPT 税制による期限

が過ぎてから企業が法人税の申告書を修正することを

認めてきた制度内容の廃止も含まれた。税法において

も、迂回された課税所得は DPT 税制あるいは法人税の

対象となるものの、両方の課税を受けることがないことも

明確にされた。 

(8) キャピタルロスにおける改正  

Hammond 財務大臣は、キャピタルロスの使用について

改正し、2017 年に導入した欠損金の使用制度の改正と

整合させると公表した。本改正において、2020 年 4 月 1
日より、500 万ポンドを超えるキャピタルゲインに対し

て、繰越したキャピタルロスの使用がキャピタルゲインの

50％まで制限されることとなる。租税回避行為に対する

規制（anti-forestalling rule）は、2018 年 10 月 29 日より

生じるキャピタルゲインについて対象となる。  

(9) 恒久的施設の定義の改正  

恒久的施設（以下「PE」）の定義についての一定の改正

が公表された。これは、各場所での活動を PE 認定され

ない活動に分割することにより、PE 認定を人為的に回

避することを防止するものである（例えば、複数の異なる

場所・企業で特定の最小限の活動を行い、各々の場所・

企業で PE 認定基準を上回らないようにすることなど）。  

本改正の内容は、2018 年 10 月 1 日に英国で適用され

ることとなった BEPS 防止措置実施条約（以下「MLI」）に
含まれている。本改正の公表内容は MLI の内容を反映

し、各租税条約上での改正も 2019 年 1 月 1 日より適用

される。 

(10) ハイブリッド・ミスマッチ  

予算案には、ハイブリッド・ミスマッチ・ルールに対して小

規模な 2 つの改正が含まれている。これらの改正内容

は、2018 年 7 月 6 日にコンサルテーションを受けるため

のドラフトとして公表され、本制度が EU の租税回避防

止指令（ATAD II）に沿うものとなっている。  
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 1 つ目の改正点は、多国籍企業（ある国の居住法人

が他国に PE を持つ場合）を対象としたものであり、

居住法人国側では PE として認定されているものの、

当該 PE が存在する国では PE として認定されてい

ないという状況に対応したものである 
 2 つ目の改正は、一定の規制資本（regulatory 

capital）においてはハイブリッド・ミスマッチ制度の免

除を受けられることになっており、本制度における規

制資本の定義を規制内容の変更に対応して変えるこ

とができるというものとなっている 

(11) 非居住者賃貸主制度（Non-resident Landlord 
Scheme）  

2017 年秋の予算案で公表されたように、英国政府は、

英国で不動産業を営むなど英国で賃貸収入を得ている

非居住者である貸主は、2020 年 4 月 6 日から、英国の

法人税制において課税を受けることとなる。今まで非居

住者である貸主は、所得税制において課税を受けてい

る。キャピタルゲインも 2019 年 4 月 6 日より課税対象と

なる。 

2. キャピタル・アローワンス  

(1) 非居住用建物・構築物の償却控除 

Hammond 財務大臣は、特定の建物・構築物の償却控

除（Structures and Building Allowance：SBA）を導入す

ることを公表し、新しい非居住用の建物・構築物への適

格な建設費に対して 50 年間にわたって定額法（年率

2％）の償却が認められることになった。償却控除は、

2018 年 10 月 29 日以降に、建設契約が全て発効し、建

物・構築物が利用された場合の適格な建設費に対して

認められる。土地や居住用の住宅費用に関しては控除

は認められない。  

(2) 特別償却率資産  

Hammond 財務大臣は、特別償却率資産として該当さ

れるプールにおいて現行の特別償却率を 8％から 6％
に引き下げると公表した。これは、2019 年 4 月より適用

される。  

(3) 特別即時償却制度（AIA）  

特別即時償却制度（Annual Investment Allowance ：
AIA）において特別即時償却額の上限は年間 20 万ポン

ドから 100 万ポンドに一時的な引き上げが公表された。

これは、2019 年 1 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日まで

適用される。 

3. 業種別項目  

(1) 過去の納税記録移転制度（Transferable Tax 
History）と石油収入税の簡略化  

2017 年秋の予算案で公表されたように、英国政府は、

英国大陸棚（UK Continental Shelf ：UKCS）で活動する

石油・ガス会社を対象とした過去の納税記録移転制度を

導入する。これによって、北海への新規投資に対する税

務面での障壁が取り除かれることが予想される。この制

度は、北海油田・ガス田を売却する企業は、過去の納税

実績の一部を買い手に移転することができ、また、買手

はその納税実績を石油・ガス施設の解体・撤去

（decommissioning）時にかかる費用と相殺することが

可能となる。  

留保する石油・ガス施設の解体・撤去

（decommissioning）時にかかる費用において石油収入

税の制度も改正され、古い油田・ガス田を新しい買手に

売却する際に簡略化される。 

4. 雇用税 : 直接雇用外の労働  

Hammond 財務大臣は、民間部門での直接雇用外の労

働（off-payroll working）に関する規則の改正案が 2020
年 4 月 6 日に発効すると公表した。公的部門との整合

性確保のために、パーソナルサービスカンパニー（以下

「PSCs」）を通して働く労働者の給与にかかる税や社会

保険料（NICs）の控除責任は、個々人の所属する PSC
に支払を行う第三者に移転することになる。企業が直面

する大きな問題は①労働者の雇用形態を正しく把握する

こと、②当局側が判断した雇用形態に相違があった場合

に対処すること、③既存のシステムや契約を大きく変更

し、日給に関する交渉が余儀なくされること、の 3 つであ

る。なお、小規模企業はこの変更の対象にはならない。  

5. 間接税  

2022 年 4 月から、プラスチック包装の製造及び輸入に

対して課税される制度が導入される。本制度はリサイク

ル率が 30％に満たないプラスチックに対して課税を受け

る事が予想され、今後、コンサルテーションが開始され

る。その他の間接税に関わる改正は、日系企業に対して

大きな影響を受けないものと思われる。 
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過去のニュースレター 

過去に発行されたニュースレターは、下記のウェブサイトをご覧ください。 
www.deloitte.com/jp/tax/nl/eu 
 

本件に関するお問い合わせ 

Deloitte LLP ロンドン事務所 
ディレクター   日高 大雅 hhidaka@deloitte.co.uk 
コンサルタント 川村 和子    kakawamura@deloitte.co.uk 

 

ニュースレター発行元 

デロイト トーマツ税理士法人 
東京事務所 
〒100-8305 東京都千代田区丸の内三丁目 3 番 1 号 新東京ビル 5 階 
Tel： 03-6213-3800（代） 
email： tax.cs@tohmatsu.co.jp 
会社概要： www.deloitte.com/jp/tax 
税務サービス：www.deloitte.com/jp/tax-service 
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