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オランダ税務・法務アップデート
オランダにおける 2013 年度予算案等、主な税制改正案及び法規改正につい
て概要をまとめました。

1. 法人税
2012 年 6 月 4 日、オランダ財務省は 2013 年度税制改正案を発表しました。
法人税に関し、借入金の支払利息控除規定に一部変更が提案されており、
1 百万 ユーロ以上の支払利息を損金算入している場合等、留意が必要となり
ます。
本予算案は、国会による審議の後、修正案（あれば）を経て、2013 年 1 月 1
日より施行予定とされています。

2. VAT
オランダ付加価値税（VAT）に関し、以下の改正が予定・提案されています。
(1) コンピューターチップ及び携帯電話に関する扱いの変更
オランダ財務省は、2012 年 6 月 1 日より新たに「リバースチャージ」の対象と
なる、コンピューターチップ及び携帯電話関連商品に関するリストを公表しまし
た。
本改正が適用される取引（インボイス額が 1 万ユーロ超）に従事している場合、
請求書の記載方法や、VAT の申告方法に変更が生じるため留意が必要となり
ます。

(2)コミッショナーの登録義務
コミッショナーとは、会社において独立した立場から監
督的役割を果たす者を指します。

尚、同措置は一年限りの時限立法として提案されてい
ます。課税対象金額の算出等詳細は、今後公表予定と
なっております。
(3)高額退職金（解雇一時金）への課税

全てのコミッショナーについて、報酬を受け取る場合に
は、オランダ税務当局における VAT 登録が義務付けら
れ、VAT 管理及び申告の義務が発生します （これまで
は同ポストを 4 件以上有する者のみが対象）。
なお、現時点では命令（Decree）の最終版は未発行と
なっています。

解雇一時金（2013 年度は 531000 ユーロ超）を支払
う場合の適用税率が 75%へと増税されることが提案さ
れています（現行 30%）。

5. 非公開有限責任会社（BV)に関する変更

(3) VAT 税率の引き上げ

非公開有限責任会社（BV)に関する法案が上院を通過
し、2012 年 10 月 1 日より施行予定となります。

オランダ政府予算案において、VAT 標準税率の 19%
から 21%の引き上げが提案されています。

これにより、BV 設立の簡素化やさらなる経営の柔軟性
が期待されます。

2012 年 10 月 1 日以降適用予定のところ、経過措置
が同時に提案されています。

主な改定点は以下のとおりです。

商品価格への影響、及び、各種書類・システム等の調
整に留意の必要があります。

・最低資本金（現行 18,000 ユーロ）が廃止され、1 ユ
ーロ以下で BV 設立が可能に
・BV に対する現物出資に際し、出資資産に関する監査
人証明書が不要に

3. エネルギー税
オランダ予算案において、天然ガスに対するエネルギ
ー税の増税（最大 36％）が提案されています（下表参
照）。

・自社株買いの制限が廃止（現行は発行済資本の 50%
が上限）
・株式への議決権の付与がより柔軟に

天然ガス（㎥）

2012年税額
（セント）

5,000未満
5,000-170,000
170,000- 1百万
1百万 -1千万
1千万超（事業）
1千万超（個人）

2013年改正案 増減額
増減率
（セント）
（セント） (%)

16.67
16.43
4.00
1.27
0.83
1.19

18.22
18.22
4.30
1.57
1.13
1.13

1.55
3.79
0.30
0.30
0.30
-0.06

9.3
26.3
7.5
23.6
36.1
-5.5

・株主総会のオランダ国外での開催が可能（定款に謳う
必要あり）

詳細は添付のタックスアラート（英文）をご参照ください。

4. 賃金税・個人所得税
(1)交通費への課税
2013 年 1 月 1 日より、通勤費支給は交通手段の如
何を問わず課税対象とされることが提案されています。
(2)高額所得者への一時課税
オランダ予算案において、2012 年度の年間課税対象
所得額が 15 万ユーロを超える場合、16%の追加的賃
金税の徴収が提案されています。
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