
行動２：ハイブリッド・ミ
スマッチ・アレンジメントの
無効化

行動２とは，BEPSに悪用されるおそれ
がある「ハイブリッド・ミスマッチ・アレ
ンジメント」の効果を無効化するための国
内法上及び租税条約上の措置を検討しよう
とする取組みである。

１　ハイブリッド・ミスマッチ・ア
レンジメントとは

2015年 最 終 報 告 書 の 勧 告 の 定 義 規
定（注１）によれば，「ハイブリッド・ミス
マッチ・アレンジメント」とは，次のよう
に定義されている。

まず「ミスマッチ」（mismatch）とは，「Ｄ/
NI効果又はDD効果を意味し，今後，起こ
りうるものを含む」と定義される。ここで，
Ｄ/NI効果，DD効果とは，次のような状

態をいう。
・ Ｄ/NI効果（Deduction/Non-Inclusion

outcome）：ある支払が一方の法域（支
払者国）において控除され，かつ，他方
の法域（受領者国）においては通常所得
に算入されない状態

・ DD効果（Double Deduction outcome）：
一方の法域で控除される支払が他方の法
域でも控除される状態

「ハイブリッド」の用語の直接的な定義は
置かれていないが，国境をまたぐ税務上の
ミスマッチは，通常金融商品（Instrument）
や事業体（Entity）を媒介してもたらされる。

この金融商品や事業体といった要素に対
し，複数の法域が税務上異なる取扱いを行
うことにより，例えば，「負債」と「資本」
の性質を併せ持つ有価証券，「売買」と「貸
付け（貸借）」の要素が混在した取引，一
方で「透明」，他方で「不透明」として取
扱われる事業体を組成することでＤ/NI効
果又はDD効果を引き起こすこと，これを

I

従来の事例を交えて理解する
行動２（ハイブリッド・ミスマッチ），行動６（条約の濫用）に係るMLI規定
高橋　研 デロイト トーマツ税理士法人

税理士

課税所得を人為的に操作し，課税逃れを行うことを「税源浸食と利益移転」（BEPS：Base Erosion and 
Profit Shifting）という。このBEPS問題に各国で協調して対応するため，OECD租税委員会において，G20メ
ンバー国との協働の下，「BEPSプロジェクト」の取組みが進められ，2015年10月５日に15の報告からなる
BEPSパッケージが公表された。本稿では，全体で15ある行動計画（Action Plans）のうち，行動２及び行動
６にフォーカスし，BEPS防止措置実施条約における規定について解説する。
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「ハイブリッド・ミスマッチ」といってよ
いであろう。
「アレンジメント」（arrangement）とは，

「履行強制可能か否かを問わず，実施され
たすべての段階及び取引を含む，合意，契
約，スキーム，計画又は理解」をいうもの
とされる。広範な取極めの一部にすぎない
こともあり，単一の取極めないし複数の取
極めから構成されることもある。

先にハイブリッド・ミスマッチを「金融
商品又は事業体に対する複数国間における
税務上の取扱いの差異から引き起こされる
課税上の効果」としたことから，「ハイブ
リッド・ミスマッチ・アレンジメント」は，
その差異を利用する取極めということがで
きる。以上を踏まえ，OECDの定義をみる
と理解しやすいであろう（注２）。

Ａ hybrid mismatch arrangement is an arrangement that exploits ａ difference in the tax 
treatment of an entity or instrument under the laws of two or more jurisdictions to produce 
ａ mismatch in tax outcomes where that mismatch has the effect of lowering the aggregate 
tax burden of the parties to the arrangement.

２　Ｄ/NI効果とは

Ｄ/NI効果とは，簡単にいえば，受領者国
での益金算入を伴わない支払者国での損金
算入である。これをもたらす古典的なアレ
ンジメントとして，次の３つが挙げられる。

⑴　ハイブリッド金融商品
ハイブリッド金融商品とは，同一の金融

商品であるにもかかわらず，複数国間にお
いて異なる取扱いを受けることにより不一
致が生じるものである。

具体例としては，一方の国では負債
（Debt），他方の国では資本（Equity）と
取り扱われる証券が挙げられる。中でも，
オーストラリア法人が発行する償還優先株
式（Redeemable Preference Shares）が一
般に知られるものであった。これを資金調
達手段として利用した場合，一定の要件を
満たす優先配当は，配当を支払うオースト
ラリア法人では損金算入されるのに対し，

優先配当を受け取った日本法人側では，
2015年度税制改正以前は，外国子会社配当
益金不算入の適用を受けることができる制
度となっていた（注３）。

他方で，日本ガイダント事件（東京高判
平成19年６月28日税資257号順号10741，納
税者勝訴）で争われた匿名組合でも同様の
問題が生じている（日本で損金算入，オラ
ンダ側で免税）が，これに対する立法的な
手当ては部分的にしか行われていない（注４）。

⑵　ハイブリッド譲渡
ハイブリッド譲渡とは，ある資産の所有

権の性質について，２か国の納税者がお互
いに相容れない立場をとる場合の当該資産
に係る取極めをいう。

具体例として，一方の国では現先取引（ａ 
sale and repurchase of the asset）， 他 方
の国では資産担保付貸付け（ａ loan with 
the asset serving as collateral）と取り扱
われる金融取引（俗に，株レポとも呼ばれ
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る）がある。
例えば，株式の所有者が現先取引を行っ

た場合，取引後の株式所有者（＝現金の貸
し手）の国では法形式（売買・再売買）に
従って課税するとき，現金の貸し手に移転
した株式から生ずる配当（例：オランダ法
人が有する一定の保有株式から生ずる配
当）を免税とする一方，当初株式所有者（現
金の借り手）の国（例：アイルランド）で
は経済実質（資産担保付貸付け）に即した
課税が行われる場合，配当相当額を含むプ
レミアム（レポ差額）が控除可能な金融費
用として扱われるというミスマッチが発生
するケースが挙げられる（図表１参照）。

なお，最終報告書では含まれなかったが，
ディスカッションドラフトの段階では，税
額控除でも同様のミスマッチ（二重税額控
除 ） が 発 生 す る ケ ー ス（tax credit 
generator）が議論されており，この点に
ついては整理が必要である。いずれにせよ
上記のわが国の2015年度税制改正では，「ハ
イブリッド譲渡」に対する措置は何ら手当
てされておらず，今後の国内法の整備が想
定されるところである。

⑶　ハイブリッド事業体
ハイブリッド事業体とは，同一の事業体

が複数国間において異なる取扱いを受ける
ことにより不一致が生じるものを指す。
「透明」「不透明」の概念を少し整理する。
わが国の民法上の組合（任意組合）を例に
とると，組合の事業から生じる所得の課税
関係について私法上の考え方から組合員が
共同で事業を行っているものとして，その
所得の帰属についても組合自体を帰属主体
と考えず，持分等に応じて各組合員に所得

が帰属するものとして取り扱われている
（法基通14－１－１等）。

このときの任意組合が「透明」であり，
一般に外国の任意組合契約等に類する契約
とされる米国ゼネラル・パートナーシップ
やリミテッド・パートナーシップ等も「透
明」と取り扱われるものの代表例である。
これに対し，わが国の内国法人は，納税主
体となるなど，「不透明」な存在である。

しかし，例えばわが国の内国法人の中で
も，「合同会社」は，日本では「不透明」
だが，米国税制上のいわゆる「チェック・
ザ・ボックス規制」における一定の選択を
行 う こ と に よ り， 米 国 税 務 上「 透 明 」

（Disregarded Entity又はPartnership）と
して扱うことが可能となっており，極めて
身近なハイブリッド事業体といえる。

【図表１】ハイブリッド譲渡の利用による 

D/NI効果

配当

ハイブリッド譲渡

貸付け（ローン）

株式

NEDIRL

〔オランダ〕

現先取引による株式譲渡により所有権がオ
ランダに移転したとみる。したがって，株式
からの配当（実際にはアイルランドからの配
当相当額の支払）は，現地税制上オランダ自
身の配当として益金不算入。
〔アイルランド〕

特に所有権を留保する場合等，経済実態か
ら株式担保借入れとしてみる。株式配当はア
イルランドに帰属し，配当相当額の支払及び
レポ差額はアイルランドで損金算入できる。
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例えば，次のような取引からはこのＤ/
NI効果が発生する。米国親会社（US）が
日本の合同会社（GK）を100％出資で設立
する。USはさらにGKへ貸付け（ローン）
をする。GKはUSに対して金利を支払う。

USが米国で上記チェック・ザ・ボック
ス規制上の一定の選択を行うことで，米国
税務上GKは「透明」な事業体となるため，
上記ローン金利は米国では課税されない

（自分から自分への取引はないものとして
無視される（Disregarded））が，日本で
はGKは「不透明」な事業体であるため，
USへの支払金利は日本の法人税法上，原
則として（つまり，過少資本税制の適用を
除けば）損金算入される（図表２参照）。

３　DD効果とは

DD効果とは，簡単にいえば，単一の支
払について二重に損金算入できる仕組みか
ら生ずる効果をいう。典型的には，ハイブ
リッド事業体を利用したものが考えられる。

例えば，上記同様，米国法人USが日本
の合同会社GKを保有するケースで，仮に
GKが第三者から借入れ（ローン）を行い，
金利を支払うケースを考える。この場合，
日本の法人税法上支払金利は損金算入でき
るが，米国税務上「透明」なGKにおける
支払金利は，US自らの支払金利として扱
われることから，米国税務上も支払金利を
損金算入することができ，「単一の支払で
二重に損金を取れる」仕組みができること
になる。

４　間接的Ｄ/NI効果とは

間接的なＤ/NI効果とは，輸入された
Ｄ/NI効果ともいわれ，上記のＤ/NI効果，

DD効果とは区別して議論されている。具
体的には次の事例が掲げられている。

Ａ社（Ａ国所在）はＢ社（Ｂ国所在）に
対し，ハイブリッド金融商品を利用した資
金の貸付けを行う。Ｂ社は別のＣ社（Ｃ国
所在）へプレーンバニラな（普通の）貸付
けを行う。このとき，Ａ社は受取金利が現
地税務上「配当」とされ免税に，Ｂ社は現
地税務上Ｃ社からの受取利息が益金算入，
支払金利が「支払金利」として損金算入と
なる。

特に，Ａ社，Ｂ社が関連者である場合に
は，グループ全体の税金費用の減少により
資金調達コストが低減することから，Ｃ社
への貸付金利が低減でき，Ａ国，Ｂ国の税
源浸食から生ずるメリット（Ａ国，Ｂ国の

【図表２】ハイブリッド事業体の利用による

Ｄ/NI効果の例

US

GK
貸付け（ローン）金利支払

〔米国US側〕

チェック・ザ・ボックス規則において，
GKをDisregarded Entityとして選択する
ことにより（具体的にはForm 8832をIRS
へ提出することにより），GKは「透明」にな
る。したがって，USとGK間の取引は無視さ
れる（Disregarded）。
〔日本GK側〕

GKは日本の合同会社であり，法人税法上
「内国法人」として法人税が課される。USへ
のローン支払金利は，原則として（過少資本
税制等の規制を受けない範囲で）損金算入で
きる。
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税務当局からみればデメリット）をＡ社，
Ｂ社及びＣ社が間接に享受する，という図
式が出来上がる（図表３参照）。

５　無効化ルール

2015年最終報告書における勧告の概要
（General Overview）を図示すると図表４
のとおりである（注５）。

2015年最終報告書は，一方の国における
ハイブリッド・ミスマッチ・アレンジメン
トの課税上の効果が，他方の国においても
整合するよう「ハイブリッド・ミスマッチ
ルール」の国内法制化を勧告している。こ
のハイブリッド・ミスマッチルールとは概
略次のとおりである。

⑴　Ｄ/NI効果
一次対応は，支払者国での控除を否認（損

金を不算入），防御ルール（支払国で損金
不算入しないときに発動。以下同じ）とし
て，受領者国で課税所得に算入する。

ただし，支払の認識時期の差異（Timing 
Differences）については，合理的な期間内
に課税所得に算入される限りにおいて，
Ｄ/NI効果を生じさせるものとは扱わない。

【図表４】行動２勧告の概要

ミスマッチ アレンジメント 国内法改正のため
の特定の勧告

勧告されたハイブリッド・ミスマッチルール

一次対応 防御
ルール スコープ

Ｄ／ＮＩ

ハイブリッド金
融商品

損金算入支払に対
応する配当免税の
否認
源泉所得税控除の
比例制限

支払者の損金性
否認

課税所得
に算入

関連者（25％）及び
仕組まれた取極め

ハイブリッド支
払者

支払者の損金性
否認

課税所得
に算入

支配グループ（50％）
及び仕組まれた取極め

リバース・ハイ
ブリッドに対す
る支払

オフショア投資制
度の改善
非居住者投資家が
中間法域における
事業体を透明体と
みなさない場合に，
その透明性を制限

支払者の損金性
否認 − 支配グループ（50％）

及び仕組まれた取極め

ＤＤ

ハイブリッド支
払者が行う損金
算入支払

親会社における
損金性否認

支払者に
おける損
金性否認

一次対応に制限なし，
防御ルールは支配グル
ープ（50％）及び仕
組まれた取極め

双方居住者が行
う損金算入支払

居住地国におけ
る損金性否認 − 一次対応に制限なし

間接的
Ｄ／ＮＩ

輸入されたミス
マッチ・アレン
ジメント

支払者における
損金性否認 − 支配グループ（50％）

及び仕組まれた取極め

【図表３】間接的Ｄ/NI効果のイメージ

Ａ

Ｂ

Ｃ

ハイブリッド
金融商品による
貸付け

配当・
金利支払

貸付け（ローン）金利支払
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⑵　DD効果
一次対応は，親会社における重複控除（二

重損金）を否認，防御ルールとして，支払
者において損金を否認（不算入）する。

⑶　間接的Ｄ/NI効果
支払者国で損金を否認（不算入）する。

６　国内法への勧告

2015年最終報告書は，ハイブリッド・ミ
スマッチ・アレンジメントの効果を無効化
するための措置として，国内法が意図する
租税政策とより整合するよう，BEPSプロ
ジェクト参加国に対して国内法規制につい
て個別勧告を行っている。具体的な勧告内
容は次の５つである。

①　金融商品に基づき行われる損金算入
可能な支払に対し，経済的二重課税を
排除するための受取配当益金不算入又
はこれと同等の措置の否認。

②　ハイブリッド譲渡が，源泉地国で徴
収された租税の重複控除（二重税額控
除）に利用されることを回避する措置。

③　投資家の法域においてハイブリッド
事業体の所得に課税できるようにする
ためのCFC税制又はオフショア投資制
度の改正。

④　法域内で組織された税務上透明な事
業体に関し，適切な情報の報告及び申
告要請の採択勧奨。

⑤　支配グループの一員であるリバー
ス・ハイブリッド事業体（ハイブリッ
ド事業体の逆。投資家からは独立体，
設立国では透明体）を，税務上透明体
として扱うことの制限。

わが国では，2015年度税制改正により，
上記のうち①は手当てがなされたが，その
他については今後検討及び改正が想定され
るところである。

７　OECDモデル租税条約の改正

行動２に関連するOECDモデル租税条約
の改正は，主に次の２点についてである。
具体的には，①両国で居住者とされる者（双
方居住者）及び，②両国で課税上の取扱い
が異なる団体（課税上透明体）の取扱いに
関 す る 措 置 が な さ れ て い る（ 例 え ば，
OECDモデル租税条約１条（人的範囲）に
２項を新設するとともに，モデル租税条約
コメンタリー１条にパラグラフ26.3 〜
26.16を追加）。

行動６：租税条約の濫用防止

１　概　要

行動６とは，条約漁り（Treaty Shopping：
第三国の居住者が不当に条約の特典を得よ
うとする行為）をはじめとした租税条約の
濫用を防止するため，OECDモデル租税条
約の改正及び国内法の設計を検討するもの
である。

行動６に関する議論については，2014年
３月24日にディスカッションドラフトが公
表され，パブリックコメント及びパブリッ
クコンサルテーションを経て，同年９月16
日に第一次提言が公表，その後さらなる検
討が必要とされた事項について，フォロー
アップ作業が行われ，2015年５月22日に改
定されたディスカッションドラフトが公表
され，パブリックコメント及びパブリック

II
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コンサルテーションを経て，2015年10月５
日に最終報告書が取りまとめられた。

最終報告書では，租税条約の濫用を防止
するため，租税条約上での最低限必要な措
置（ミニマム・スタンダード）として，次
の２つの措置を講じることを提言している。

①　租税条約のタイトル・前文に，租税

条約が，租税回避・脱税（濫用を含む）

を通じた二重非課税又は税負担の軽減

の機会を創出することを意図したもの

ではないことを明記すること。

②　租税条約に，一般濫用防止規定とし

て，次のいずれかを規定すること。

⒜　 主 要 目 的 テ ス ト（Principal 

Purpose Test：PPT）

⒝　主要目的テスト及び簡易的特典制

限 条 項（Limitation-on-Benefit 

clause：LOB clause）

⒞　特典制限条項及び導管取引防止規

定（限定的主要目的テスト）

また，最終報告書では，租税条約を締結
するかどうか，又は，既存の租税条約を改
正するかどうかを判断する前に考慮すべき
タックス・ポリシーを特定し，OECDモデ
ル租税条約の前文に追記することを提言し
ている。

租税条約については，行動15の多国間協
定の開発への参加を通じて，行動６で提言
されたBEPSに対抗する措置を含む租税条
約の拡充が進められている。

なお，LOB条項のサンプルとして，行
動６の最終報告書パラグラフ25に，次の記
載がある。

Article Ｘ
Entitlement to Benefits

1. Provision that would deny treaty benefits to ａ resident of ａ Contracting State who is 
not ａ “qualified person” as defied in paragraph 2.

2. Definition of situations where ａ resident would be ａ qualified person, which would cover
ａ） an individual;
ｂ） a Contracting State, its political subdivisions and entities that it wholly owns;
ｃ） certain publicly-listed entities and their affiliates
ｄ） certain charities and pension funds
ｅ） other entities that meet certain ownership requirements
ｆ） certain collective investment vehicles

3. Provision that would provide treaty benefits to certain income derived by ａ person that is 
not ａ qualified person if the person is engaged in the active conduct of ａ business in its State 
of residence and the income is derived in connection with, or is incidental to, that business.

4. Provision that would provide treaty benefits to ａ person that is not ａ qualified person if 
at least more than an agreed proportion of that entity is owned by certain persons 
entitled to equivalent benefits.
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5. Provision that would allow the competent authority of ａ Contracting State to grant certain 
treaty benefits to ａ person where benefits would otherwise be denied under paragraphs 1 to 4.

6. Definitions applicable for the purposes of paragraphs 1 to 5.

２　行動６における勧告の内容

第三国所在の納税者が租税条約の特典を
濫用することを防止するため，大まかには
次の３つが勧告された。

①　租税条約は，二重非課税や脱税によ

る租税の軽減の機会を提供するもので

はない旨を明記すること。

②　一定の要件を満たす居住者のみが租

税条約の特典を受けることができる旨

を徹底すべくLOB条項をOECDモデル

租税条約に含めること。

③　その他の租税条約の濫用に対応する

ため，より一般的な濫用防止規定であ

るPPTをOECDモデル租税条約に含め

ること。このルールの下では，ある取

引の主要な目的の１つに租税条約の特

典を受けることが含まれる場合には，

当該特典を受けることが条約により是

認されるべきであることが疎明される

場合を除き，当該特典を受けることが

否認されるものとされる。

また，租税条約の濫用を防止するため，
上記のとおり一定のミニマム・スタンダー
ドが設けられ，各国は租税条約に以下のい
ずれかの規定を設けることとされた。

①　PPTのみ
②　PPT ＋ LOB条項
③　LOB条項 ＋ 導管取引防止規定

ここでPPTとは，概略としては，租税条
約に基づく特典を受けることが仕組み

（Arrangement）又は取引（Transaction）
の主たる目的の１つであったと判断するの
が妥当である場合には，原則としてその所
得又は財産については，当該特典を与えな
いものとする定めのことをいう。

他方で，LOB条項とは，一定の当事国
の居住者である適格者でない者には，原則
として，条約に基づく特典を与えないとす
る定めをいう。

また，条約濫用に対応するため，以下の
４つにより個別的なルールの勧告も行った。

①　配当源泉税の軽減をねらった配当譲

渡取引

②　不動産関連法人株式の譲渡所得

③　二重居住者（両締約国で居住者に該

当する者）の取扱い

④　第三国に所在する恒久的施設（PE）

を利用した租税回避

なお，上記の行動２及び行動６における
勧告に対し，多国籍間協定（BEPS防止措
置実施条約（以下，「MLI」という）の適用）
においてわが国が選択した条項は図表５

（次頁参照）のとおりである。

３　2018年度税制改正の内容

上記行動６の選択に呼応するかたちで，
国内法においても税制改正が行われている
ので紹介する。
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⑴　不動産関連法人（図表５の⑥に対応）
非居住者又は外国法人が行う不動産関連

法人の株式の譲渡による所得のうち一定の
ものについては，その居住者等が恒久的施
設を有するか否かにかかわらず，課税対象
とされている。

不動産関連法人とは，その有する資産の
価額のうちに国内にある土地等の一定の資
産の価額の合計額が占める割合が50％以上
である法人（外国法人を含む。以下同じ）
をいい，不動産関連法人に該当するか否か
の判定は，2018年度税制改正前は，その株
式の「譲渡時点」で行うものとされていた。

2018年度税制改正では，行動６の勧告を
受け入れるかたちで，上記の不動産関連法
人の該当性の判定を，株式の「譲渡時点」
ではなく，「譲渡に先立つ365日の期間のい
ずれかの時点」で行うよう改正がなされて
いる（所令281⑧，法令178⑧）。

⑵　第三国所在PEに関する濫用防止（図
表５の⑦に対応）
行動６では，防止すべき租税条約濫用の

類型の中に，一方の居住者が両当事国以外
の国又は地域（以下，「第三国」という）
内に存在する恒久的施設に関する濫用防止
ルールを定めている。

具体的には，居住地国が第三国内に存在
する恒久的施設の利益を免税とし，又は低
税率で課税する場合，源泉地国は当該所得
について条約の特典を授与すると期待され
るべきではない，としている。

例えば，企業が居住者である締約国が他
方の締約国に所在する恒久的施設の利益を
免税とする場合，当該企業が株式，債券又
は特許などの資産を非常に有利な取扱いを
申し出る国及び結果として生ずる所得が３
か国のいずれにおいても課税されない一定
の状況にある恒久的施設に移転する危険が
ある（図表６参照）。このようなトライア
ンギュラー事案及び類似の事案に対処する
ため，MLI10条において，概略次のとおり

【図表５】MLIにおけるわが国の選択

行動番号 概　要 わが国の選択

① Action 2 課税上存在しない（＝透明な）団体を通じて取得される所得に関す
る条約適用に関する規定（３条） 適用する

② Action 2 双方居住者に該当する団体の居住地国の決定に関する規定（４条） 適用する

③ Action 2 二重課税除去のための所得免除方式の適用の制限に関する規定（５
条） 適用しない

④ Action 6 租税条約の目的に関する前文の文言に関する規定（６条） 適用する
⑤ Action 6 取引の主たる目的に基づく条約の特典の否認に関する規定（７条） 適用する

⑥ Action 6 主に不動産から価値が構成される株式等の譲渡収益に対する課税に
関する規定（９条） 適用する

⑦ Action 6 第三国内にある恒久的施設に帰属する利得に対する特典の制限に関
する規定（10条） 適用する

⑧ Action 6 特典を受けることができる者を適格者等に制限する規定（７条） 適用しない

⑨ Action 6 配当を移転する取引に対する軽減税率の適用の制限に関する規定（８
条） 適用しない

⑩ Action 6 自国の居住者に対する課税権の制限に関する規定（11条） 適用しない
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措置がなされている。
第三国に存在する恒久的施設に帰せられ

るものとして取り扱われ，かつ，当該一方
の当事国において当該恒久的施設に帰せら
れる利得について租税が免税される場合に
おいて，当該第三国において当該所得に対
して課される租税の額が，当該当事国にお
いて当該所得に対して課されたであろう租
税の額の60％に満たないときは，原則とし
て，当該所得について，当該対象租税条約
に基づく特典は与えられないものとされた。

他方で，このような場合であっても，そ
の租税条約の権限ある当局は，相手国居住

者からの要請に応じて，正当と認める場合
にその特典を与えることができる旨の規定
が定められている（MLI10条３項）。

これに対応するため，2018年度税制改正
において，相手国居住者等に係る認定に関
する手続が設けられた（租税条約等の実施
に伴う所得税法，法人税法及び地方税法の
特例等に関する法律に基づく租税条約に基
づく認定に関する省令１二）。

（注１）　BEPS Action 2, 2015 final report, 

Chapter 12, Recommendation 12

（注２）　BEPS Action 2: 2014 Deliverable, para. 

41

（注３）　旧法人税法23条の２。現在は同条２項１

号において，現地で損金算入される配当は，日

本で益金不算入の適用はないこととされている。

（注４）　2002年度税制改正により，匿名組合に基

づく利益分配は，匿名組合員の人数にかかわら

ず，源泉徴収の対象とされた。また，2012年適

用の新日蘭租税条約においても，当該国内法の

規定の適用を妨げない旨の規定が存する（新条

約議定書参照）。

（注５）　BEPS Action 2, 2015 Final report, table 
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【図表６】第三国に存する恒久的施設に関する

濫用防止措置

NL

HK

日本株式投資先：日本

香港支店

オランダ法人

■オランダ税務上，海外PEの所得は免税。

■香港税務上，資本性所得は非課税。

■香港支店は株式譲渡益を稼得する。

■日蘭租税条約上，日本株式の譲渡益は一定

の者を除き，日本では免税。

■上記により，この場合，日蘭租税条約の特

典を与えると関係３か国すべてで免税とな

ってしまい，不合理。原則として，条約の

特典は与えない。他方で，日本の当局はオ

ランダ法人の要請に応じ，特典を認めるこ

ともできる。
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