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欧州統括拠点としてのオランダ活用メリット

オランダは、欧州北西部に位置し、東側はドイツ、南側は
ベルギー、北・西側は北海に接しています。ベルギー、ルク
センブルクと合わせてベネルクスと呼ばれており、面積はお
おむね九州と同じ広さ、人口は約 16百万人という規模の国
になります。江戸時代の鎖国の際には、日本と唯一貿易が
許された国であり、日本との関係は古く江戸時代にさかのぼ
ります。

オランダは、欧州において地理的に有利な場所に位置し
ており、また、外国企業からの投資を促進するために税制面
のメリットだけでなく、会計、法務面をはじめとした企業誘
致を支えるための諸制度を設けています。

（1）欧州における物流拠点としての地理的メリット

欧州最大の港であるオランダ・ロッテルダム港は、ユーロ
ポートとも呼ばれ、欧州における貨物船の玄関口となってい
ます。また、欧州のハブ空港の一つであるアムステルダム・
スキポール空港はアムステルダム市内から大変アクセスが
良く、アジア、北米、アフリカ、中近東を結ぶ国際線だけで
なく、欧州域内便も多数運航されています。なお、近隣諸国
との高速道路、幹線鉄道ネットワークも充実しており、オラ
ンダは欧州における物流拠点として欧州の拠点倉庫を設け
ている日本企業も多くあります。

（2）税制上でのメリット

オランダは、税制面での各種の優遇措置を設けており、
国際税務の観点からは非常に重要な拠点となっています。
代表的なものは、資本参加免税、日本を含む 90以上の国々
との租税条約、事前確認制度、イノベーションボックス税
制、輸入VAT延納制度、30%ルーリング等が挙げられます。
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（3）環境面でのメリット

オランダにおける公用語はオランダ語ですが、英語教育
が進んでおり、国民の多数が英語でコミュニケーションが可
能です。ビジネスでの局面はもちろんのこと、日常生活のあ
らゆる面において英語でコミュニケーションができるのは、
外国企業にとっては大きなメリットとなると考えられます。ま
た、オランダはこれまで政治的には安定しており、これらの
理由もオランダが欧州の拠点として選ばれるメリットの一つ
であると考えられます。

（4）会計上の諸制度、サポート体制

オランダに法人格を設けると、オランダの法律に基づき、
法定決算書の作成・提出が義務付けられますが、非上場企
業においても国際会計基準を採用することが認められてい
ます。また、地域統括会社をオランダに設立した場合の連
結免除規定等も設けられています。なお、会計事務所、法
律事務所等による会社事務のサポートが充実しています。

上記のようなメリットを活用して、多くの日本企業がオラン
ダに進出しており、2016年末現在でオランダ日本商工会議
所に登録された会社数で 249社となっています（オランダ日
本商工会議所に登録していない会社を含めると、その数倍
の日本企業が進出していると考えられます）。本稿では、オ
ランダに対して投資を行う際の各種制度について、会計、
法人税、間接税、その他制度のそれぞれの領域に分けてご
説明いたします。オランダを拠点として欧州への投資、ブレ
グジットを受けた欧州内での拠点整理をご検討されている
企業の皆さまへ、本稿が一助になれば幸いです。
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オランダの会計および監査制度

オランダの法人税制度

Ⅱ

Ⅲ
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（1）オランダ法における会社分類および財務報告制度

オランダ法に基づき会社は①大会社、②中会社、③小会
社および④小規模会社の4分類に分けられます。この4分類
の判定は純売上高基準および総資産基準ならびに平均従
業員数基準の 3つの基準のうち、いずれか 2つの判定基準
について、オランダ会社を親会社とする連結ベースで満た
した場合に分類され、①大会社または②中会社に該当する
場合（純売上高 12百万ユーロ、総資産 6百万ユーロ、平均
従業員 50名以上のうち、2つの基準を連結ベースで満たす
会社）は、（連結）財務諸表（以下、「財務諸表」。）に対してオ
ランダ法に基づく法定監査が義務付けられています。

また、オランダ法に基づく財務諸表は、取締役報告書、連
結財務諸表（連結 B/S、連結 P/L、連結 C/F、注記）、個別財
務諸表（B/S、P/L、注記）、その他の情報（利益処分、後発
事象、監査報告書）で構成され、中会社、小会社、小規模会
社については、各分類に応じて、財務諸表の作成、開示に
関する一部免除（簡略化）規定が設けられており、会社の規
模に応じた財務諸表作成負担の軽減が図られています。連
結財務諸表は、上場会社は、国際会計基準、非上場会社
は、国際会計基準またはオランダ会計基準のいずれかで作
成、個別財務諸表は、上場会社、非上場会社ともに国際会
計基準またはオランダ会計基準の選択適用が可能です。さ
らに財務諸表の作成は、原則決算日後 5カ月以内（最長で決
算日後 10カ月以内）、オランダ商工会議所への登記は、原
則株主総会での承認後 8日以内（最長で決算日後 12カ月以
内）と定められています。

（1）課税所得

原則として、オランダでは、全世界所得に対して法人税が
課されますが、一定の要件を満たすオランダ国外の事業（国
外支店等）により生じた所得は非課税となります。これによ
り、国際的な事業展開をする企業にとっては二重課税の排
除が可能となります。

（2）法人税率

オランダの法人税率は、課税所得が 20万ユーロを超える

（2）連結財務諸表の作成および免除規定

オランダ会社は、原則としてオランダ会社を親会社とする
企業集団について、連結財務諸表の作成およびその傘下の
オランダ子会社について財務諸表の作成および監査が必要
です。しかし、連結財務諸表の作成および傘下のオランダ
子会社の財務諸表の作成・監査に関しては 3つの免除規定
があり、①オランダ会社を親会社とする企業集団全体で上
述の小会社または小規模会社に該当する場合（407条免除
規定）、②オランダ会社が中間持株会社に該当し、当該オラ
ンダ会社の最終親会社が、オランダ会計基準および国際会
計基準ならびにそれらに類似する会計基準（日本会計基準
も該当）にしたがって英語等で連結財務諸表を作成している
場合（408 条免除規定）は、連結財務諸表の作成が免除さ
れ、また③オランダ会社を親会社とする企業集団が連結財
務諸表を作成し、当該親会社が子会社の債務を保証し、株
主の書面での同意がある場合等（403条免除規定）は、オラ
ンダ子会社は、簡易な財務諸表の作成が認められ、財務諸
表の登記、監査が免除されています。

（3）オランダ会計基準および国際会計基準との主な相違

オランダ会社基準は、主に①子会社および関連会社株式
の評価（個別財務諸表上も持分法（純資産）評価が可能）、
②のれんの償却（原則10年以内の定期償却）、③従業員給付

（確定給付制度と確定拠出制度で会計処理の区別はなく、
要拠出額を費用処理ならびに積立不足の見積額を引当金
処理）の点において国際会計基準との間に大きな会計基準
差異があります。

部分については 25%（20万ユーロ以下の部分は 20%）とな
り、欧州諸国の中では平均的な税率となります。

（3）機能通貨の選択

原則として、法人税の税額計算はユーロにより行われま
すが、税務当局に機能通貨の変更を申請することでユーロ
以外の通貨により申告することも可能となります。これによ
り、会計上、ユーロ以外の通貨で決算書を作成する必要が
ある場合等は同一の通貨で法人税の申告書を作成すること
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ができるため、実務上、簡便的となり、また、会計上と税務
上の通貨が異なることに伴う為替換算による課税を懸念す
る必要もなくなります。

（4）税務申告

法人税の申告は原則として事業年度終了後 5カ月以内に
行う必要がありますが、税務当局に対して延長申請を行うこ
とで、最大で 11カ月の延長が認められます。この場合、事
業年度終了後 16カ月以内が申告期限となりますので、申告
書作成に十分な期間が設けられています。

（5）連結納税

持株割合が 95%以上の場合には、申請を行うことで、連
結納税を適用することができます。連結納税グループ内で
は、法人間の損益通算が可能となります。また、グループ内
での資産負債の移転や配当についても非課税となるため、
組織再編等も容易に行うことが可能となります。

（6）資本参加免税および源泉所得税

オランダ法人による子会社株式の保有割合が5%以上であ
り、かつ、一定の要件を満たす場合には、資本参加免税を
適用することが可能となります。この場合、当該子会社から
の受取配当および当該子会社株式に係る譲渡損益が非課
税となります。

また、オランダでは配当に対する源泉所得税は国内法で
は 15%となりますが、日本への配当の場合には租税条約の

適用により免税となる場合が多いため、日本への資金還流
が容易に行えます。また、数多くの国々と租税条約を締結し
ていることから、オランダ法人の傘下の海外子会社からの配
当について、多くの場合、源泉所得税の減免の恩恵を受け
ることが可能になります。

配当課税や源泉所得税の観点から、資金還流を比較的容
易に行えるため、オランダは欧州持株会社の有力な候補国
の一つとして考えられており、実際に数多くの日系企業の持
株会社がオランダに設立されています。

（7）税額控除およびイノベーションボックス

オランダでは、一定の要件を満たす事業資産、エネル
ギー効率の優れた資産、環境性能に優れた資産に対する税
額控除、試験研究に対する税額控除などがあります。自己
開発の無形資産からの所得に対しては、通常の 25%の法人
税率に代えて、5％の優遇税率が適用されます。上記の試
験研究費の税額控除制度もあることから、オランダは試験
研究を行う上で有利な国の一つと考えられます。

（8）事前確認制度

オランダの特徴として、税務上の取り扱いが複雑な取引
について、税務当局と事前に合意できる事前確認制度があ
ります。オランダの税務当局は、納税者に対して協力的な姿
勢を見せることが多く、また柔軟な対応を取る傾向にあるた
め、他国と比較してもルーリングの取得が容易な国の一つと
考えられています。

（1）欧州およびオランダにおける付加価値税の概要

EU指令の下、付加価値税（以下、「VAT」）は EU全体で統
一的に規定されている部分も多いため、VAT制度の大枠は
EU加盟国間でおおむね共通しています。一方で、加盟各国
の行政的・経済的・文化的背景を考慮し、VAT制度をどのよ
うに加盟各国で適用するかという点については加盟各国の
裁量に任されています。そのため EUレベルで法律・判例が
蓄積されるのと同時に、加盟各国で異なるVAT規則と判例
が蓄積されることになり、結果としてVAT制度の複雑化を招
いています。

さらにEU域外の地域と異なり、EUは EU単一市場を目指
しながらも、加盟各国が国家として独立性を保ち、国々の国
境は残されています。そのため、EU各国の VATを考えてい
く際には、EU域外に所在する国との輸出入取引および EU

加盟国間の取引である域内取引を考えていく必要があり、
EU以外の地域における類似のVAT制度と比較すると複雑に
なっています。

オランダの VATは課税（還付権あり）と非課税（原則還付
権なし、金融取引等に対しては例外規定有）に区分され、課
税の場合は税率21％（原則）、6％（生活必需品等）、0％（船
舶、航空機等の賃借取引等）となります。VAT申告は原則四
半期ごと、一定の条件の下で月次または年間で申告を行う
必要があります。VAT申告書以外にもEUセールスリスティ
ング（EU域内取引がある場合）やイントラスタットデクラレー
ション（オランダ統計当局に提出する物品の重量等の情報を
記載）等の申告書を併せて提出する必要があります。

オランダの間接税制度Ⅳ マネージャー　佐野 加代子
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（1）30%ルーリング

30%ルーリングはオランダに一時的に派遣される外国人
駐在員で、給与水準等の一定の要件を満たす場合に享受で
きる税務上の有利な取り扱いとなります。30%ルーリングが
適用された外国人駐在員は、総額報酬の 30%までを所得税
法上、非課税として取り扱うことが可能となりますので、駐
在員を派遣する企業にとってはコスト面で有利な規定となり
ます。

（2）日蘭社会保障協定

日本からの駐在員に対する日本・オランダ両国での保険
料の二重払いを避けるため、2009年 3月1日から日蘭社会
保障協定が施行されました。この協定により、5年以内の派
遣であれば、日本かオランダいずれかの社会保障制度に加
入することで、もう一方の社会保障制度への加入を免除でき
ることとなり、日本からの駐在員は、日本の社会保障制度を
継続しておけば、オランダの社会保障制度に加入する必要
がなくなりました。

（2）輸入VAT延納制度

輸入VATは原則として輸入の対象となる物品が EU域内に
入る際の輸入手続きに対して課税され、納付が行われます。
通常であれば、輸入後、還付を受ける権利を有する課税事
業者の場合、四半期後（場合によっては 1年後）に提出され
るVAT申告により輸入VATの還付を受けることになります。

しかし、この輸入 VAT納付と還付のタイムギャップをなく
し課税事業者のキャッシュ・フローを改善する施策として、
オランダでは輸入 VAT延納制度を利用することが認められ
ています。本制度を利用することにより、輸入する時点で輸
入 VATを実際に支払う必要はなく、直近の VAT申告書上で
輸入 VATを計上し、同時に（還付権がある場合は）前段階税
額控除を受けることが可能になります。本制度利用のため
には一定の条件を充足し、ライセンスを取得する必要があ
りますが、ほとんどの会社が当該ライセンスを取得していま
す。

（3）柔軟なVATの管理実務

他の EU加盟国とは異なり、オランダでは形式にとらわれ
ない VATの管理実務が認められています。文書の保存義務

や記録されるべき内容についての VAT管理に関する一般的
な義務は存在しますが、VAT法上で要求されている納税者
義務が順守されていることを証明できれば、どのような形で
VAT申告のための日常管理を行うかについては各納税者が
比較的自由に決定することができます。例えば電子インボイ
スについても電子的な方法で授受され、通常のインボイス
要件を充足していれば、原則として正当なインボイスと見な
されます。VAT関連文書の保存義務についても、重要なの
は税務当局から要求を受けた際に合理的な期間内に必要な
書類を提出できるかという点であり、必ずしもオランダ国内
で行う必要はなく、また納税者が全ての VAT関連書類を自
ら保管しておく必要もありません。

（4）VATの還付

オランダ税務当局は、他国の欧州各国の税務当局と比較
してVAT申告から還付まで迅速であるとともに、還付手続が
簡素になっています。他国では還付に数年の時間を要した
り、銀行保証を設けたりしなければいけないケースもありま
すが、オランダでは追加質問や税務調査等が入らない限り、
申告すれば数週間でVATが還付されます。

海外
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