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日蘭租税条約に関する Tax Alert
先日（8 月 25 日）、新日蘭租税条約の署名が行われたことが公表され
ましたが、当新条約についての Tax Alert（日本語）が発行されましたので
ご連絡いたします。
新租税条約は既報の通り、現行の日本の親会社への配当源泉税 5%が
免税になるなど大きな利点を含んでいます。一方、この新租税条約の濫用
を避ける為に、特典制限条項や導管取引防止規定も導入されています。
日本の親会社への配当源泉税免税などの特典恩恵を受ける為には、第
二十一条（特典の制限）に定められた要件を満たす必要があります。当条
項には、適格者基準、派生的受益者基準、能動的事業活動基準、多国籍
企業本社基準が規定されており、この何れかに該当しない場合には、権限
ある当局の認定により特典を受ける事ができます。なお、一定の上場会社
やその子会社は適格者基準を満たしますが、非上場会社等は能動的事業
基準等を検討し、その適用を判断する事になります。
日本の国外配当益金不算入の規定の適用については、第二十二条（二重
課税の除去）の規定により、オランダ法人の発行済株式等の 10%以上（旧
条約では 25%以上）を保有するなどの一定の要件を満たす事により、日本
にて配当非課税（95%）の恩恵を受ける事ができるようになりました。
新条約の効力の発生は、両国においてそれぞれの国内法上の手続きを
経た後、その国内手続きの完了を通知する外交上の公文の交換日の翌日
から 30 日目に効力を生じることになっています。国内法の手続きに関して
は、原則として日蘭両国においてそれぞれの国会の承認が必要とされます。
2011 年より新租税条約の適用をする為には、本年 11 月末までに「国内
手続きの完了を通知する外交上の公文の交換」が行なわれる必要があり
ます。過去の日本の租税条約の署名から発効までの期間は 3 ヶ月から約
2 年まで様々な場合がありますので、今後の動向に留意が必要です。
なお、新条約の発効が 2012 年以降になる場合において、日本への効
率的な配当や資金の送金を早期に検討する必要がある場合には、弊社、
アーンストアンドヤングで解決策のご提案をさせていただきますので、次項
の担当者にご遠慮なくご連絡下さい。
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International tax alert (日本語) 新日蘭租税条約
平成 22 年 8 月 25 日に新日蘭租税条約の署名が行われました。
また、平成 22 年 9 月 1 日に、国税庁より「オランダの税務当局との
仲裁手続に係る実施取決めについて」が公表されました。本号では、
新条約の概要を説明すると共に、新条約の適用によるオランダを介し
た投資への影響について具体的な事例検討及び仲裁手続きについて
解説しています。
http://r34.smp.ne.jp/u/No/25496/GCM9A6C1eZBD_664/100903002.html
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International Tax alert (English)
-Japan and the Netherlands sign new tax treaty
On 25 August 2009, the Ministry of Finance of Japan and the
Ministry of Finance of the Netherlands announced that they
signed a new treaty for the avoidance of double taxation. The
new treaty contains reduced withholding rates for dividends,
interest and royalties to encourage mutual investments and
trade between Japan and the Netherlands.
http://emeia.ey-vx.com/exchange-sites/399/3417/edition-34--2010/japan-and-the-netherlands-sign-new-tax-treaty-final.pdf

本文記事に関する、ご質問、ご不明点等ごさいましたら、アーンストアンド
ヤング日系企業サービスチーム(Japan Business Services)の下記担当
者まで、ご連絡をいただければ幸いです。
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