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１．優遇税制の目的

（1）タックスルーリング

確実な保証を前提とした法の適用、財政問

題が浮上した場合でも同様の確実な保証を前

提とした法形態をもって、多国籍企業の需要

を高めることを目的としている。（オランダ

財務省資料：DM95/761M 95年２月17日か

ら抜粋）

（2）資本参加免税制度

原則として外国企業もオランダ居住法人と

みなされれば世界全体から得られる所得に対

してオランダの法人所得税が課される。しか

し、国際的な二重課税を防止することを目的

として資本参加免税制度を設けている。これ

は、企業の利益が一度法人税の対象になって

いるのであれば再度、課税されるべきではな

いというオランダ税法の理念に基づいてい

る。その他、①二国間租税条約の広範囲なネ

ットワーク、②片務法令（租税条約を締結し

ていない国とも締結国と同様の措置を得るこ

とができる）により、源泉課税が大きく軽減

されるため、資本参加免税制度を組み合わせ

ることで多国籍企業にとって大きなメリット

となり得る。

２．優遇税制の概要

（1）タックスルーリング

オランダ税務当局と納税者が事前にその課

税内容について協議・確認する制度。オラン

ダ国内にある会社がその申告額についてどの

程度が妥当であるかを税法に準じて税務当局

と事前に合意できる。このため、新規投資案

件について実際に納税金額を予想することが

でき、また複雑な案件についても税務当局と

優遇税制は継続の見通し
（オランダ）

オランダの投資環境における優位な点としては、整備されたインフラ（港、空港など）、

英語をはじめ複数言語を話すことができる語学能力、政治の安定などが挙げられるが、税

制も重要なファクターである。欧州の物流拠点として大きな機能を果たすオランダにとっ

て外国からの投資は国際競争力を高めるために極めて重要である。その手段としてさまざ

まな優遇税制を実施しているが、なかでも「タックスルーリング」および「資本参加免税

制度」は大きな柱である。その一方でEU内の税制調和の声が高まる中、これらの税制は

EUおよびOECDから有害な税の競争として取り上げられている。本稿では二つの税制の

概要とEUの行動規範に照らし合わせた今後の見通しについて報告する。
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確認ができるため予算の立案に有効である。

91年からロッテルダムの税務当局（The

Rotterdam Large Companies Local Tax

Office）に機能を集中させワンストップサー

ビスを実施している。ルーリングは４年間有

効で延長することもできる。

●主なルーリングの種類

（1）持株機能のためのルーリング

このルーリングは主に資本参加免税の適用

の可否を確認するためのものである。条件と

しては、①資金調達の最低15％は自己資本で

調達されなければならない。②最低25％の管

理コストを課税所得とすることがあげられ

る。ルーリングは経済活動が開始された時点

から適用され４年間有効で更に延長が可能。

（2）金融機能のためのルーリング

金融会社が関連会社または第三者から借り

入れを行い、関連会社へ再貸し付けを行う場

合に適用される。グループ内から借り入れ、

グループ内で再貸し付けした場合のミニマム

スプレッドは ％～ ％、銀行借入・資本

市場調達など第三者から借り入れし、グルー

プ内で再貸し付けした場合は ％～ ％

（実際のスプレッドがミニマムスプレッドを

超える場合は実際のスプレッドに基づく所得

で申告する必要がある）。借り入れ金額によ

ってこのスプレッドは異なるが、これが課税

所得として認められる。ただし、ルーリング

の適用は当該金融会社が為替や債務に関する

リスクを負わない場合に限定される。ルーリ

ングは経済活動が開始された時点から適用さ

れ４年間有効で更に延長が可能。

（3）ロイヤリティー機能のためのルーリング

ライセンス会社も金融会社と同様の扱いを

受けることができる。実際のロイヤリティー

の最低２～７％をマージン率として報告が可

能。金額によってマージン率は異なり、金額

が高額になるに従いマージン率は低下する。

ルーリングは経済活動が開始された時点から

適用され４年間有効で更に延長が可能。

（4）コストプラス方式のためのルーリング

特定の事業内容に限定してコストプラスル

ーリングが認められる。これはオランダ会社

の事業活動が支援的、準備的、補助的活動で

リスクをそれほど伴わない場合、つまりグル

ープ企業に代わって統括してサービスを提供

するような場合に適用可能とされる。よって

セールス活動は含まれない。主に物流センタ

ー、グループ管理業務を行う会社に適用され、

利益付加に関する（現金支出を除く）コスト

プラス率は５～15％。ルーリングは経済活動

が開始された時点から適用され４年間有効。

更に延長が可能。

（1）～（4）の全てがEUの行動規範で有害

な競争税制としてリストアップされてい

る。（①A014：Holding Companies、②

A010：Intra-Group Finance activities、

③A015：Royalities、④A008：Cost plus

ruling）。

2001年４月からルーリング制度の透明性の

確保、手続き期間の短縮（今後は手続きにか

かる期間は最大で８週間）を図るため、新ル

ーリング制度を導入した。従来のルーリング

制度は移転価格に関する全ての事項を包含す

るAPAs（Advance Pricing Agreements：事

前確認制度）とより厳格にルーリングの適用

を行うATRs（Advance Tax Ruling）の２つ

に分けられた。APAsはOECDの移転価格の

ガイドラインに沿ったもので、国際的な税サ

ービスにおいて以前よりも市場のニーズに見

合うものとなっている。例えば算定した移転

価格が独立企業間価格であるかどうか事前に

確認できる。一方、ATRsは、従来のルーリ

ングに対して特に、金融活動およびロイヤリ

ティー活動においてより厳格な基準を設けて

いる（取締役の半数以上がオランダに居住、

最重要決定事項がオランダでなされるなど）。

旧ルーリング制度（2001年３月31日までに適

用を受けたもの）については2005年12月31日

まで適用される。
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（2）資本参加免税制度

資本参加免税（Participation Exemption）

は、国内および外国での資本参加に係る外国

子会社からの配当金や持株の売却処分による

キャピタルゲインなどの利益については、法

人税課税対象外とする免税措置である。この

制度を利用するには下記の条件を満たさなけ

ればならない。

① 発行済株式の５％を事業年度の初めから

継続して保有していること

これは、「資本参加」と利益のみを追求す

る「株式投資」とを区別する基準であるため、

純然たる「株式投資」は原則として除外され

る。しかし株式保有率が５％未満であっても

当該子会社の事業目的に沿ったものである場

合（実質的経営、政策決定、財務管理に携わ

っていれば）には、税務当局とのタックスル

ーリングにより条件を満たすと認められる場

合もある。

② 被投資国の子会社が当該国の中央政府に

対する法人税納税義務者であること

資本参加免税は、二重課税防止を目的とし

ているため、当該外国子会社が当該国で法人

税の納税義務者でなくてはならない。必要な

条件は事業利益が課税対象となっているかど

うかであり、当該国の税率とは無関係である。

つまり、所得税が低率の国や優遇税制などの

適用により法人税が免税となっている場合に

おいても本制度は適用されることもある。た

だし、納税先は中央政府に限り、地方政府の

みの場合には適用されない。

③ 外国法人の株式保有は事業活動の一環で

あり、単なる資本の運用（ポートフォリオ

投資）ではないこと（原則として対象会社

に実態があること）。

ポートフォリオ投資（短期保有の在庫資産

も含む）の明確な定義は税法上なされていな

いため、ポートフォリオ投資であるかどうか

の判断は、税務当局とのタックスルーリング

によって明確になることが多い。

ただし、被投資子会社がEU域内にあり、

その子会社の持株割合が25％以上の投資につ

いてはたとえポートフォリオ投資であっても

資本参加免税は適用される。これはEC親子

会社指令を受け92年１月１日に施行された国

内法に基づくものである。

タックスルーリングにより当局の税務検査

官の同意事項が付されこの制度が適用となる。

資本参加免税が適用される「利益」は下記

のとおり。

・配当金（現金、株式など形態は問わない）

・株式売却益

・清算による残余財産の分配

一方、株式の処分によって生じた損失（キ

ャピタルロス、持株評価切り下げ）は被投資

会社の清算時しか損金算入できない。

外国株式にかかる費用（株式取得のための

借入金の支払い利息、株式から生ずる為替差

損益）は損金に算入（利益から差し引く）す

ることはできない。ただし、25％以上の株式

を保有する子会社については、株式取得後５

年後に限り、再評価損失を一定の条件を満た

せば損金算入できる。一般管理費は費用とみ

なされることになり損金算入できない場合も

ある。

資本参加免税はオランダ会社が外国親会社

と外国子会社の仲介的機能を果たす中間持株

会社（Intermediate holding companies）と

して機能している場合にも適用される。

３．優遇税制の効果

（1）タックスルーリング

ルーリングの申請件数は年間800～900件で

あり、その内訳をみると約半分が持株活動

（2000年１～10月で346件）に関するものであ

る。続いてコストプラスに関するルーリング

（同97件）、金融機能に関するルーリング（同
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94件）、ロイヤリティー機能に関するルーリ

ング（同52件）の順番で多い。ただし、約３

割が新規案件および延長案件ルーリングの適

用を受けられず拒否されている。

２カ月以内に認可されるケースは約4割で、

平均で113日を要している。ルーリングの透

明性の確保を目的に2001年４月に現行制度を

APAｓとATRｓに分けたが、これはルーリ

ングに要する時間を短縮することも考慮に入

れている。

（2）資本参加免税

外国子会社からの配当金を外国親会社に送

金する際にオランダに中間持株会社を経由す

るとグループとして大きな節税効果が得られ

ることがある。オランダ中間持株会社は資本

参加免税を得られ、さらに配当金などに対す

る源泉課税はオランダとの間で二重課税回避

のための租税条約により軽減される。さらに

EU域内であればEC親子会社指令により源泉

課税はゼロになるためである。資本参加免税

の本来の目的は法人利益の二重課税を回避す

ることではあるが、実際には多国籍企業の経

営において節税対策にこれを利用し、また免

税を受けた資金をグループ内の再投資または

買収に回すことも可能であるため、オランダ

に中間持株会社または統括会社の数が多い主

な原因のひとつとなっている。

実際にこれらの優遇税制を利用した事例を

紹介する。

①　本社をオランダに移転

オーストラリアの建材（セメント、コンク

リート）大手JHI社は、2001年10月、節税を

目的にシドニーの本社をオランダに移転し

た。JHIは売上の85％を外国向け（米国が約

８割）が占め、株主の約９割は豪居住者であ

るため、米国子会社からの配当金のほとんど

が豪に送金される。豪米租税条約により配当

に対する源泉課税率は最低で約15％と非常に

高率であるため、豪投資家への高率配当を実

現すべく企業再編を実施した。オランダ本社

となるジェームズ・ハーディー・インダスト

リーNV（JHINV）の設立によりタックスル

ーリングの資本参加免税の適用、米蘭租税条

約により配当に対する源泉課税率は最大５％

となる。最終的な税負担は約20％低減できる

見通しである。また、JHIは財務部門もオラ

ンダに移転し資金運用を行うことで、支払い

利息に対する源泉課税が免税となり（Dutch

Financial Risk Reserve）、受取利息に対して

も38.5％から15％に低減される。最終的な税

負担は約20％低減できる見通しである。

②　中間持株会社経由の直接投資

オランダと日本の投資関係をみると、オラ

ンダの中間持株会社を経由した直接投資が多

いのが特徴である。99年には、日本たばこ産

業（JT）は米RJRナビスコが保有する米国以

外の海外たばこ事業をオランダ持株会社を通

じて78億3,200万ドルで買収した。また、

2001年の英ボーダフォングループによる日本

テレコム買収もオランダの中間持株会社を通

じて行ったものである。

４．行動規範（Code of Conduct） に
照らした問題点

EUによる有害な競争税制の判断基準は以

下の５点である。

（1）便益が非居住者に限定もしくは非居住者

との取り引きに限定されている

（2）便益が国内市場から遮断されている

（3）実際の経済活動なしで便益が与えられて

いる

（4）多国籍企業内での基準が国際的に認めら

れたルール（特にOECDで合意されたルー

ル）から乖離している

（5）透明性が欠如している

有害な競争税制として取り上げられている

制度のうち、ルーリング制度に関して欧州委
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員会は95年の行政通達を精査した結果、EU

条約で禁止されている国家補助金に該当しな

いと判断している。しかし、同制度は多国籍

企業と税務当局の税取引で透明性に欠けると

の非難もある。これに対しオランダは、ルー

リング制度はすべての納税者に与えらた法的

権利であり、税法内の範囲内で行われるもの

で、それを逸脱するものであってはならない

と反論している。また、透明性については

OECDのガイドラインに沿うかたちで上述の

ように制度を2001年４月に２つに分けて対応

している。また、オランダとしても有害な競

争税制については排除すべきであるという姿

勢であり、非対称な情報は各国における税務

当局間の情報交換の機会を著しく損ねるた

め、税制に関する情報交換・共有が極めて重

要であるとしている。

５．優遇税制の継続に関する今後の
見通し

（1）タックスルーリング

2001年４月からの新ルーリング制度は

OECDのガイドラインに沿ったものである。

オランダへ外国からの投資を誘致するインセ

ンティブの柱として今後も継続する見通しで

ある。

（2）資本参加免税

資本参加免税についてはあくまで、二重課

税を回避するというオランダの税法の理念に

基づいているため、税法の柱として継続され

る見通しである。

しかし、同制度の濫用を防止し、より透明

性を確保するために下記の改正が2002年１月

から実施されていた。

① EU域内の中間持株会社に対する資本参

加免税の適用制限

資本参加免税は、ポートフォリオ投資目的

で保有する外国子会社に対しては適用されな

い。ただし、EC親子会社指令に基づく国内

法によるとEU域内の子会社（25％以上を保

有）では、たとえそれがポートフォリオ投資

目的で保有していたとしても資本参加免税を

適用することができる。その結果、ポートフ

ォリオ投資目的で有するEU諸国以外の国の

子会社について、オランダ親会社との間に適

格のEU域内の中間持株会社をおくことによ

り、資本参加免税を適用することができる。

このような租税回避行為を防止するために、

オランダ会社がEU域外の国の子会社を適格

のEU国内の中間持株会社を通じて保有する

場合には、資本参加免税を適用できない。つ

まり、中間持株会社として活動している適格

のEU域内子会社が有する資産のうちの大部

分がEU域外の子会社に対する直接または間

接持分で占める場合で（少なくとも70％）、

これら持分が直接保有の場合において資本参

加免税の要件を満たさないものである場合に

は、当該中間持株会社に対して資本参加免税

は適用されないこととなる。さらに、EU域

外の子会社（EU域内中間持株会社による所

有割合が25％以上）が所有する資産のうち、

投資資産（passive investments）が少なくと

も90％を占める場合には、オランダ会社は

EU中間持株会社の株式について、毎年公正

な価格で評価して強制的に課税所得に含める

ことになる。ただし、上述の規定について、

オランダ会社が適格のEU域内中間持株会社

を間におく目的が租税回避や租税繰延べでは

ないことを示した場合には（例えば、EU国

外の子会社の所得が、オランダでの取り扱い

と同様に、直接にEU国内中間持株会社にお

いて課税されるような場合）適用されない。

②　金融負債および資本持分の複合商品

金融負債に関して、2001年12月31日以降の

借入金については、以下の要件に該当する場

合には、複合金融商品として取り扱われる。

・商品のリターンが完全に発行者あるいは
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関係会社の利益または利益配当によるも

のとなっており、満期日が10年以上の

もの

・商品のリターンが大部分において発行者

あるいは関係会社の利益または利益配当

によるものとなっており（例えば、固定

金利が発行日の公正な金利の半分以下の

場合）、満期日が10年以上のもの

・商品のリターンに対する実際の支払いが

発行者あるいは関係会社の利益または利

益配当によるもので、満期日が定められ

ていないか満期日が50年以上のものであ

り、劣後債であるもの

もし、上述の要件が満たされる場合には、

借入金は複合金融商品とみなされ、当該商品

のリターンは税務上、「配当金」として取り

扱われる。その結果、支払利息は、法人税法

上損金算入は認められず、また、その支払利

息は配当にかかる源泉所得税の対象となる。

一方、当該借入金の債権者側においては、そ

の債権者が適格の資本持分（一般的には５％）

を有している場合、この債権はオランダ資本

参加免税の対象に含めることとされるため、

結果的に債権者にとって、このリターンは非

課税となる。ただし債務者が外国法人である

場合は、債権者が当該利息について債務者の

居住地国において損金算入されていないこと

を示さない限り、資本参加免税は適用されな

い。なお、その注釈によれば、この法案は、

税務計算上における負債から資本への区分変

更に関する現在の判例法に沿って適用される

ものである。

③ 収益補償契約（earn-out arrangement）

に関する資本参加免税

株式持分はいつも固定の価格で取引される

わけではない。当事者間で、売主がその会社

における将来の利益の一部を得る権利が与え

られるある種の収益補償契約を結ぶこともあ

る。その結果、取引の全体価格が取引時点に

おいて明確ではない場合がある。現状ではオ

ランダの資本参加免税においては、このよう

な状況については、明確に述べられていない。

オランダの最高裁は、資本参加免税における

非課税のキャピタルゲインを計算するにあた

り、取引時点での将来利益の権利に関する見

積価値を考慮に入れるべきであると判断して

いる。同時に、買主は収益補償契約における

債務を評価する必要がある。収益を得る権利

あるいは債務の価値に変更があった場合、売

主および買主の両者においてオランダの課税

所得計算に影響を与える。その結果、売主と

買主の双方において、将来の見積金額を決定

するに際して差額が生じる場合がある。これ

を避けるために、将来の収益を得る権利ある

いは義務の価値の変更については、売主・買

主共に資本参加免税の対象に含められる。つ

まり、売主にとって将来における権利の価値

の変更による収益は非課税であると同時に、

買主にとっては、将来における義務の価値の

変更は株主持分の取得価額の修正であるとみ

なされることになる。


