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Ｉ．

法改正

立法手続き中の法改正の概要一覧（2016年5月4日現在）
法律名

立法ステータス／概要

1. 相続税調整法 (ErbschaftsteuerAnpassungsgesetz-ErbStAnpG)

2016年2月11日付コンセンサスペー
パーおよびCSU（キリスト教社会同盟）
による追加要望

事業資産に対する課税繰り延べ規定

従来の事業資産に対する課税繰り延
べ規定はその基本構造においてほぼ
存続。
► 優遇措置の対象となる資産の定義
► 26百万ユーロの（課税繰り延べ適
用）上限値の導入
► 資産処分に制限のある同族企業に
対する緩和措置（上限値の52百万
ユーロへの引き上げ）
► 上限値を超える、原則的に課税対
象の事業資産についての繰り延べ
規定の選択適用
► （課税繰り延べ要件としての）人件
費総額規定の零細企業に対する適
用免除

法律名

立法ステータス／概要

2016年2月11日付コンセンサスペーパーにおける合意
およびCSUによる追加要望

► 上限値の引き上げに代わって、（最大30％の）減額措置
を通じた、同族企業における処分制限見合い分の考慮
► 現行の「管理資産(Verwaltungsvermögen)」のコンセプ
トは原則的に踏襲
► 簡便的な税務上の評価方法における資本コスト係数の
調整
► 猶予規定の拡張
► 繰り延べモデルの改正
コンセンサスペーパーは、CSUによる追加要請により政治的
にブロックされた結果となっており、今後の妥協交渉が待た
れる。

2. 投資税改正法 （InvestmentsteuerreformgesetzInvStRefG)

2016年5月4日付連邦政府の反対意見

投資課税改革

► オープン型投資ファンドに対する新しい課税システムの
導入
► 特殊投資ファンドに対する従来の課税手続きについて改
正を加えた上での継続適用
► 改正後の投資税制は2018年1月1日以降適用開始

10％未満の少数持分の売却益に対する課税措置

► 政府草案には少数持分の売却益に対する課税措置の
導入は盛り込まれていないが、今後の立法手続き過程
での導入の可能性あり

連邦参議院によるその他の要望

► Cum-Cum取引と呼ばれる配当課税回避スキームの防
止を目的として導入が予定されている所得税法上の新
規定の検討
► 自社株の取得および売却を通じた配当課税の回避ス
キームを排除する法改正の検討

3．課税手続きの近代化に関する法律 （Gesetz zur
Modernisierung des BesteuerungsverfahrensStModG ）

2016年4月13日の連邦議会財政委員会でのヒアリング

経済性および合目的性の強化

► 税務当局による調査原則における経済性および合目的
性の補足

いわゆるリスクマネージメントシステムの導入のための新規
定

► いわゆるリスクマネージメントシステムの導入を通じた、
税務申告書の完全な自動処理化

税務申告書作成に際しての計算または記載ミスの修正の可
能性

► 税務申告書作成時に納税者側で発生した計算または記
載ミスに関連した税務査定書の取り下げまたは修正の
可能性（現行では税務当局側による更正可能性につい
てのみ規定あり）
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法律名

立法ステータス／概要

証憑の提出義務から保管義務への移行

► 証憑保管義務のコンセプト導入に伴う提出証明書類の
減少

第三者から電子送信されたデータに関する統一的な規定

► 第三者による電子送信データに関する個別規定の一般
規定への統一化
► 上記を受けた、時効規定および税務行政処分の修正に
関する規定の導入

税務専門家に申告書作成を委託した場合の申告書提出期
限の延長

► 「早期提出要請」または「割当制｣の場合を除く、申告書
の法的提出期限の翌々年2月末までの延長
► （例えば申告期限経過後の遡及的な期限延長申請等）
期限延長の可能性が著しく制限
► 税務当局の裁量によらない申告遅延過料の賦課

申告遅延過料に関する新規定

► 申告遅延過料の計算に関する詳細規定
► データバンク設置のための枠組みの策定

税務代理人データバンク

► 委任データに不備がある場合のペナルティ
► 寄付金証明書の提出義務から保管義務への移行

所得税施行令の改正

► 身体障害者控除のための証明義務の緩和化
4. 新築賃貸住宅に対する税務上の助成措置 (Steuerliche
Förderung des Mietwohnungsneubaus)

2016年4月25日の連邦議会財政委員会でのヒアリング

新築賃貸住宅の特別償却

► 新築賃貸住宅の税務上の助成措置としての特別償却の
導入（三年間で最高29％まで）
► 2016年1月1日から2018年12月31日までの間に建築
申請が提出された投資物件に限定適用
► 2022年課税年度が特別償却の最終年度
► 施行にはEU委員会による許可が必要

► 連邦参議院による詳細な変更提案
► 現政権が法案成立に固執するかどうか不明
5．税務上の法規定の改正に関する法律 (Verordnung zur
Änderung steuerlicher VerordnungenMantelVO2016)

2016年4月20日付政府法案

EU利子指令の撤廃の国内法への反映

現行の通知義務の廃止（利息情報法-ZIV）

輸出免税証明

輸出免税証明の一形態である運送業者による証明に関す
る要件のEU域内免税取引に対する要件への整合化
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法律名

立法ステータス／概要

VAT特別前納に関する改正

特別前納額の相殺／控除に関する規定の行政上の実務へ
の整合化

6．国別報告書（CbCR）に関する2016年1月27日付多国
間合意に関する法律 (Gesetz zur mehrseitigen
Vereinbarung vom 27. Januar 2016 zwischen den
zuständigen Behörden über den Austausch
länderbezogener Berichte)

2016年4月12日連邦財務省法案

国別報告書 （Country-by-Country Report-CbCR）の交換
に関する当局間での多国間合意に関する国内同意法

► 各国の税務当局間での国別報告書の交換を義務付ける
国際的な合意の批准のための国内立法手続き

► ドイツにとっては特に第三国との間での情報交換に関連
► EU域内ではEU行政協力ガイドラインを通じた情報交換
の実現
► 国内法上の企業に対するデータ提出の義務付けおよび
データ収集に関する詳細規定については別の立法手続
きによる導入
7．エネルギー税および電力税法の改正に関する第2次法
律 (Zweites Gesetz zur Änderung des Energiesteuerund des Stromsteuergesetzes)

2016年4月26日付連邦財務省法案

エネルギー税法の改正

► 動力用燃料として使用される天然ガスおよび液体ガ
ス に対する現行の税率の段階的引き上げ
► 電力発電所およびコジェネレーション設備の税務上の促
進に関する新規定

8. エネルギー税および電力税法に関する（行政）法令の導
入および改正 (Einführung und Änderung von
Verordnungen im Energie- und Steuerrecht)

2016年5月17日付連邦官報公布

EU法上の開示、情報および可視化義務の実施のための法
律の導入

► EU加盟国による助成金の順法性に関する新しい要件
► エネルギー税および電力税法上の軽減措置の多くはEU
法の観点からは国家助成金とみなされる

エネルギー税施行令および電力税施行令の改正
9. デジタル元データの加工操作の防止に関する法律
(Gesetz zum Schutz vor Manipulation an digitalen
Grundaufzeichnungen)

2016年3月18日付政府案

（電子レジスター等の）デジタル元データの変更不能性を確
実にするための法的規定および技術上の措置の導入

► 電算処理システムを利用した記帳および記録に関する
秩序規定の導入
► キャッシャー立ち入り検査(Kassen-Nachschau)の導入
► 個別の技術法令としての施行規則

EY ドイツ ニュースレター 2016-2 ｜May 2016

4

ＩＩ． 法人税
連邦財務省: 2015年法人税ガイドライン
2015年法人税ガイドライン (ドイツニュースレター2016年3月号の続報)
2015年法人税ガイドラインが2016年4月14日に官報で公布され、原則として2015年課税年度からの適用開始となります。

連邦財政裁判所判決: 利息の損金算入制限制度 – 出資者借入
所得税法第4h条の利息の損金算入制限は、エスケープ条項（自己資本条項）による適用除外が可能です。この自己資本条項
のもとでは、当該事業体の自己資本比率が当該事業体が所属する連結企業グループの自己資本比率を2％超下回らないこと
を条件に、（支払利息から受取利息を控除した）ネット支払利息の全額について損金算入が認められます。ただし、法人におい
ては、法人税法第8a条第3項に規定されるように、出資者借入金利息が限度枠内に収まることがエスケープ条項適用の要件と
なります。要件のひとつとして、1) 25％超の出資持分を保有するが、フル連結企業グループに属さない（例えば個人の）出資
者、および、2) その関係者、ならびに3)出資者および／あるいは関連者に対してリコースが可能な第三者、に対する支払利息
が、当該事業体（法人）のネット支払利息の10％を超えないことが挙げられます。利息の損金算入制限制度上の連結企業グ
ループに所属する事業体すべてについて、それぞれ出資者借入金利息が基準値を超えていないことを証明しなければなりま
せん。連邦財政裁判所は、2015年11月11日付判決において、10％基準の判断に際して、出資持分25％超の各出資者（適
格出資者）に対する支払いを合算する必要はないとの見解を示しました。この判決により連邦財政裁判所は、2008年7月4日
付連邦財務省通達において税務当局が示した見解とは明確に反対の立場をとっています。税務当局は、事実要件および例外
要件が事業体ごとの判断であることを根拠として、全体的判断の一環で借入金利息の合算を行わねばならないとの見解にあり
ました。

連邦財政裁判所の見解によると、法人税法第8a条第3項第1文の「ひとりの出資者．．．」という明確な文言から、本規定にいう
適格出資者はそれぞれ個別に判定されなければならない、つまり、基準値は各出資者ごとに適用すべきことが明確であるとし
ています。この結果、法人税法第8a条第3項第1文の自己資本条項の適用を制限する（納税者に不利な）適用除外規定の適
用範囲が制限されることになります。なお、連邦財政裁判所は、対象となる出資者と、その関連者および出資者および／あるい
は関連者に対してリコースが可能な第三者を包括的に判断することは妥当であるとしています。
もうひとつのエスケープ条項であるコンツェルン条項適用のケースにおいても、法人税法第8a条第2項が第3項と同様の文言を
含むことから、納税者は、出資者借入金が損金算入制限の対象となるかどうかの判断において、連邦財政裁判所判決を根拠
に、税務当局の見解に依拠した税務査定書に対して異議を申し立てることが可能です。コンツェルン条項適用のケースについ
ても、今回の判決で連邦財政裁判所が反対意見を示した2008年7月4日付連邦財務省通達の中で税務当局の見解が示され
ていました。
連邦財政裁判所は、2015年10月14日付決定において利息の損金算入制限制度そのものが違憲であるとして連邦憲法裁判
所に対する審査を求めたのに続いて（ドイツニュースレター2016年3月号参照）、今回もまた納税者に有利な判決を下しました。

III． 営業税
連邦憲法裁判所判決: 営業税上の加算規定の合憲性に関する審理請求の棄却
連邦憲法裁判所は、2012年にハンブルク財政裁判所が提出した、営業税上の利息および賃借料に含まれるみなし利息の一
部の加算規定に関する合憲性の審理請求について、これを認めないとして棄却しました。ハンブルク財政裁判所による合憲性
の審理請求の根拠が不十分であるというのが連邦憲法裁判所の見解です。
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また、不動産賃借料に含まれるみなし利息の営業税上の加算規定に関する2014年6月4日付連邦財政裁判所判決に対する
違憲の訴えも同様に棄却されましたが、これは手続き上の理由から連邦憲法裁判所が判決に到らなかったものです。
財政裁判所または連邦財政裁判所による新たな審理請求を受け、連邦憲法裁判所が営業税法第8条第1項の利息加算規定
の合憲性の審理を行う機会を得るかどうかが待たれます。連邦財政裁判所第１法廷の見解（ドイツニュースレター2016年3月
号参照）と異なり、第4法廷は、少なくともハンブルク財政裁判所による審理請求事案については違憲判決の見込みはないとし、
連邦財政裁判所で審議中の上告審について、連邦憲法裁判所で審議中の事案（上記の棄却事案）を根拠に審理を停止してい
ました。

連邦財政裁判所判決: 為替差損の認識
連邦財政裁判所の見解によると、パートナーシップ（形態である）親会社はパートナーシップ（形態である）子会社側で生じた為
替差損を営業税上の損金として控除することはできません。具体的事案においては、ドイツパートナーシップが米国パートナー
シップ（US-LP）に24.29％の出資比率で出資していました。争点となった2005年課税年度においてUS-LPは清算されましたが、
出資時点（1999年）と清算配当の受け取り時点（2005年）との間の為替変動に伴い、多額の為替差損が発生する結果となり
ました。ドイツパートナーシップ親会社はこの為替差損を営業税上の課税所得の算定において考慮することを求めていましたが、
連邦財政裁判所はこれを認めませんでした。連邦財政裁判所の見解によると、このような子会社への出資金の払い戻しに伴う
為替差損は、子会社に対する共同事業者（パートナー）としての出資に起因し、その課税と関連する性格のものです。したがっ
て、連邦財政裁判所は、親会社の営業税上の課税所得の計算に際して国内または国外のパートナーシップで生じた損失が加
算されるとする営業税法第8条第8号が適用されるとして、親会社の営業税上の課税ベースの計算上、為替差損の控除を認め
ませんでした。

連邦財政裁判所は、さらに、 二層構造のパートナーシップに適用される手続き上の特例についても言及しました。この特例によ
ると、こうした為替損失が親会社に対する課税に際して考慮されるのかどうかという問題は、子会社レベルでの査定手続きの一
環で判断されることになります。

IV． 移転価格
連邦財務省: クロスボーダーの本支店間での利得配分に関する通達案
連邦財務省は2016年3月18日にクロスボーダーの本支店間での利得配分に関する通達草案を公表し、各団体に対して意見
を求めました。税務当局は、この通達において、国際取引課税法第1条第5項および関連法令である恒久的施設の利得案分
に関する法律（Betriebsstättengewinnaufteilungsverordnung- BsGaV)に則った、国内企業とその国外恒久的施設との間の
所得の案分ならびに国外企業の国内恒久的施設の所得の算定に際して適用される独立企業原則の運用に関わる規定を策定
しました。
これらの規定の共通した目的は、OECD恒久的施設報告書およびそのベースとなったクロスボーダーの恒久的施設の所得計
算に際しての独立企業原則の適用に関するOECD承認アプローチ（AOA）の実施にあります。通達は、一般的な帰属原則に加
えて、銀行、保険会社および建設工事または据付工事恒久的施設に関する特別規定を盛り込んでいます。

EU蔵相理事会(ECOFIN)による国別報告書に関する政治的合意
EU蔵相理事会は2016年3月8日にEUにおける国別報告書（Country by Country Reporting-CbCR）の導入に関する政治的
合意に至りました。EU蔵相は、EU行政協力指令の拡大を通じて、OECD/G20のBEPSプロジェクトの一環（行動計画13）で提
案された国別報告書のEU全体での導入の道筋を付けました。
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これに伴い、連結純売上高が7億5千万ユーロ以上の多国籍企業グループは、将来的に税務当局に対して毎年国別の売上高、
利益／損失および納税額について報告する義務を課されることとなります。報告内容は関係各国間で自動的に情報交換され
ます。EU域内に所在地を有する究極的なグループ親会社は、2016年事業年度（2016年1月1日以降に終了する事業年度）につ
いて2017年末までに最初の報告書を提出することが義務付けられます。究極的なグループ親会社が税務上EU域内居住者で
ない場合には、2017年事業年度から報告義務が課されます。
EUレベルでの正式な立法手続き（EU行政手続指令）は5月に完了する見込みです。EU加盟国は、EU指令発効後12カ月以内に
これを国内法へ導入しなければなりません。EU委員会は、さらに、2016年4月に国別報告書データの開示に関する指令案を公
表しています（セクションVII.参照）。

V． ＶＡＴ
連邦財政裁判所判決: 会社設立に際しての前段階VAT控除
会社設立との関連での前段階VAT控除の問題に関してはすでに過去再三に渡って最高裁判決が下されています。特に、設立
すべき会社が、「設立前（定款作成認証前）の会社-Vorgründungsgesellschaft（会社法上は設立中および設立後の会社とは
独立した民法上の組合との位置付け）」である場合を除いて、法的に成立していない場合に前段階VAT控除の可否の問題が生
じます。法的に成立していない会社は、VAT上の事業者に該当せず、課税主体でないことから、前段階VAT控除が認められませ
ん。連邦財政裁判所は、2015年11月11日付判決において、VAT上の事業者でない役務の受益者が設立関連役務の提供を受け、
これに関連する前段階VAT控除を求めた事案に関する判断を下しました。
設立される会社の将来の出資者（株主）が設立関連役務の提供を受ける場合、当該出資（予定）者が会社の経営に有償で関与
する前提では前段階VATの控除が可能です。この場合には、出資者もまたVAT上の事業者としての活動（マネージメント役務の
提供）を遂行することになるためです。これに対して将来の出資者の機能が出資に限定される場合には、純粋な出資機能が
VAT上の事業者としての活動に該当しないことから、前段階VATの控除は認められません。
他方、将来の出資者が、提供された役務を設立後の会社に譲渡（付け替え請求）する場合には、前段階VATの控除が可能です。
ただし、（設立関連の法務サービスといった）役務に関連する前段階VATについては原則的に控除の対象となりません。こうした
役務については原則的に出資者から設立後の会社への譲渡ができないというのがその理由です。したがって、特に、設立前に
出資者が取得し会社に譲渡された資産が前段階VAT控除の対象として考えられます。

連邦財政裁判所判決: ホールディング会社による前段階VAT控除に関する基調判決
連邦財政裁判所は、2016年1月19日付判決において、グループ子会社の経営に関与するマネージメントホールディング会社に
対して、当該子会社への出資に関連するVAT全額について前段階VAT控除を認めました。
しかしながら、連邦財政裁判所の見解では、銀行に預託した有利子の投資資産運用に関連するVATは、上記の原則的な前段
階VAT控除の対象から除外されます。資産の有利子運用がVAT免税の対象であることから、これに関連する（例えば投資コンサ
ルタント費用）前段階VATの（一部）控除は認められないことになります。VAT免税となる金融機関での投資運用はホールディン
グ会社の主たる活動であり、所得税施行令第43条第3号にいうところの補助的売上取引に該当しないことから、VAT施行令第43
条の簡便規定に基づく（按分計算なしの）前段階VATの全額控除は認められず、控除可能な前段階VAT額の按分計算が必要と
なります。なお、マネージメントホールディング会社であれば、本来VAT免税取引となる売上取引について課税オプションを選択
できるのかという点について、連邦財政裁判所による審理は行われず、連邦財政裁判所は審議を下級審へ差し戻しました。
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連邦財政裁判所判決: 従業員への廉価給付に際しての売上VAT
連邦財政裁判所は、会社による従業員への駐車場の廉価での提供を売上VATの対象となる有償取引であるとの判断を下しま
した。連邦財政裁判所は、駐車場の提供が専ら事業上の理由によるものであったとの会社側の主張を退けました。無償提供の
場合の考え方と異なり、廉価での提供の場合には、雇用者側の（事業上の）利害関心と従業員側のプライベートな（事業目的外
の）必要性の区別は行われないというのが連邦財政裁判所の見解です。対価を伴う課税対象取引が行われたかどうかの判断
に際しては、識別可能な役務受領者に対する任意の便益の給付があり、受益者による使用の可能性が認められれば十分であ
るというのが連邦財政裁判所の見解です。連邦財政裁判所は、駐車場の廉価での提供においてはこの要件が満たされている
として、従業員が実際に支払った金額について売上VATの対象となるとの税務当局の見解を支持しました。
この判決の原則は、駐車場の提供だけでなく、雇用者が従業員に給付する（たとえば、従業員が業務用の携帯電話の使用料
の一部を負担するような場合）その他の有償給付についても影響があります。この判決が、従業員用食堂に関連する多様な福
利厚生にも影響するかどうかは、個別に検討する必要があります。

VI． 個人所得税/賃金税
連邦財政裁判所判決: ゴルフトーナメント費用の損金算入の可否
連邦財政裁判所は、ゴルフトーナメント費用の損金控除の可否に関する二つの判決においてその見解を示しました。ゴルフ
トーナメントのようなイベントに関連する交際費については、所得税法第4条第5項第1文第4号に狩猟もしくはフィッシング、ヨット
もしくはモーターボートまたは「類似の目的の」費用との文言があることから、原則的に損金算入が否認されます。
連邦財政裁判所は、2015年10月14日付判決において、訴訟事案のように、希望者全員のゴルフトーナメントへの参加が可能
であり、会社が商取引契約との関連で、取引相手に対してこうしたトーナメントの開催を義務付けられている場合には、ゴルフ
トーナメント費用の損金算入が可能であると判断しました。ビール醸造会社である会社主催のトーナメントが、専ら、ビール納
品契約上の義務を履行し、売り上げを確保するために開催されたというのが、連邦財政裁判所の見解です。
これに対して、2015年12月16日付判決の事案において、連邦財政裁判所第4法廷は、上記と異なる状況について審議しました。
当該係争事案においては、ある会社（合名会社）が、主として福祉目的の寄付金を募るために、ゴルフトーナメントを主催、夜
のイベントでトーナメント参加者の接待を行っており、これらに関連する費用の損金算入を求めていました。上記の2015年10月
14日付判決において費用の損金算入の可否の判断基準となった対価性は、本事案においては認められませんでした。むしろ、
根本的に、所得税法第4条第4項にいうところの（損金算入の対象となる）事業経費に該当する、費用の事業目的性があったか
どうかが問題とされました。連邦財政裁判所は、イベントが専ら福祉目的で開催されたのではなく、顧客との関係強化および顧
客獲得といった側面を有することから、事業上の理由が（一部）認められるとしました。しかしながら、これらの費用は、所得税
法第4条第5項第1文第4号に規定される損金算入否認の対象とみなされ、利益計算に際して損金算入が認められないというの
が連邦財政裁判所の結論です。
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VII． 税務コンプライアンス
EU委員会による国別報告書開示に関する指令案の公表
EU委員会は2016年4月12日に法人所得税情報に関する国別報告書(Country-by-Country Reporting – CbCR)開示に関する指
令案を公表しました。これによると、連結純売上高が7億5千万ユーロを超える企業は、毎年以下の国別情報を開示しなければ
なりません。
►
►
►
►
►
►
►

事業活動の種類
従業員数
純売上高
税引前利益
当期の税金費用
実際の納税額
留保利益

EU域外に所在地を有するが、EU域内に子会社または支店を保有する企業も開示義務の対象となります。企業が事業活動を行
うすべてのEU加盟国について国別のデータ、ならびに第三国については包括データの開示が求められます。さらに、パナマ文
書の影響を受け、非協力国（「タックスヘイブン」）に関する数字の開示の義務付けも予定されます。EUは非協力国のリストを作
成する予定です。
国別報告書の開示義務は、BEPS行動計画または国別報告書に関するEU指令に基づく税務当局に対する国別報告書提出義務
を大幅に拡大するものですが、開示義務の範囲は提出義務のそれと比較して限定的です。銀行および資源セクターに従事する
企業については、国別報告書開示に関する別の規則がすでに制定されています。
BEPS行動計画にいう国別報告書と異なり、国別報告書開示の実施は、EU会計指令の一環で実現されることになります。した
がって、収益税上の措置に必要な全会一致ではなく、特定多数決を通じたEU理事会による採択が可能です。しかしながら、この
提案が採択されるのか、その時期はいつなのか、現時点では不明です。 ショイブレ連邦財務相は国別報告書の開示に反対す
る立場を示しています。
BEPS行動計画の一環での、広範な国別報告書の導入に関しては、立法化の手続きがすすめられています（セクションI-法改正
参照）。2016年4月12日には、2016年1月27日付の31カ国による情報交換に関する多国間合意の国内法への導入のための連邦
財務省法案が、その後5月4日には政府案が公表されました。さらに、データ収集および提出を企業に義務付ける国内法上の規
定を導入するための連邦財務省法案も、6月1日に公表されています。

連邦財務省: デジタル元データの加工操作の防止に関する法律の財務省法案
立法者は、当該法案により、技術進歩により可能となったキャッシュレジスター記録の加工操作を防止し、租税執行を確実にす
ることを意図しています。このためには、すべての商取引が電算処理システム上で記録され、システムが認証された技術的な安
全装置を通じて保護されなければなりません。制度の詳細については、連邦財務省法令により規定されることになります。記録
および記帳が適正に行われているかどうかの審査については、独自の調査手続きである「キャッシャー立ち入り検査 (KassenNachschau)」の導入が法案に盛り込まれています。このキャッシャー立ち入り検査 は、連邦財務省法案の理由説明によると、
税務調査には該当しません。新たに導入される義務規定に併せて、租税通則法第379条の秩序違反の事実要件も補足されるこ
とになります。
新規定は、2019年1月1日以降開始する事業年度から適用されることとなります。各業界団体は、2016年4月22日までに法案に
対する意見書を提出、その後連邦閣議による法案審議という流れになっています。
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VIII． 日独租税条約
2016年3月17日に日独租税条約の国内法への導入のための法律の政府案が公表され、租税条約の批准のために必要な国
内法上の立法手続きが開始されました。5月13日には連邦参議院が法案に合意しており、ドイツ側では新日独租税条約が
2016年中に発効するための手続きが順調にすすめられています。なお、新日独租税条約が2017年1月1日から適用可能となる
かどうかは、日本側での手続きの進捗状況にも左右されます。
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