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Directors’ report should cover the following topics

• General information

• Financial information

• Main risks and uncertainties (including risk appetite)

• Use of financial instruments

• Applied codes of conduct

• Social aspects of doing business

• Research and development

• Outlook

• Other relevant information

取締役報告書 追加開示事項/Directors’ report general
requirements - impact as from 2017

• Non-financial information –‘large’ ‘OOB’s’ (at least 500 empl.)
- ‘Non-financial information-statement’ in directors’ report

• Environment, social and personnel issues
• Respecting human rights
• Fighting corruption / bribery

取締役報告書は、以下のトピックスをカバーする必要があります。

• 会社に関する一般的（全般的）情報

• 財務情報

• 主なリスクと不確実性

• 金融商品の利用

• 行動指針の適用

• ビジネスにおける社会的側面

• 研究開発

• 将来の見通し

• その他関連情報

- 2017年度より大会社に限り、上記に加え非財務情報として以下の
追加情報の開示が必要となります。

• 環境面、社会面、個人的問題
• 人権の尊重
• 不正・汚職への対処
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アニュアルレポートのデジタル形式でのファイリング
/Financial reporting and electronic filing
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アニュアルレポートのデジタル形式でのファイリング

- オランダ商工会議所へのXBRL/SBR標準デジタルフォー

マットでのアニュアルレポートのファイリング条件を満た
す会社は、従前の郵送又は電子メールでのファイリングに
代えて、指定デジタルフォーマットでのファイリングが義
務付けられます。

- デジタルファイリングは、小会社及び小規模会社は、
2017年１月以降のファイリングから、中会社（売上高
€12Mil以上、総資産€6Mil以上、平均従業員50名以上のう
ち２つの基準を満たす会社）は2018年１月以降のファイ
ルングから、大会社（売上高€40Mil以上、総資産€20Mil以
上、平均従業員250名以上のうち２つの基準を満たす会社)
は2020年１月以降のファイルングから求められます。

Electronic filing requirements

- Dutch companies that meet certain financial thresholds to
file their financial statements in a standard digital format
referred to as “XBRL/SBR”). This replaces the filing by
ordinary mail or email with the Dutch Trade Register.

- Electronic filing is starting with companies categorized as
micro-sized and small-sized in 2017 (i.e. for the financial
year that commences on 1 January 2016 or later).
Companies categorized as medium-sized will follow in
2018 (i.e. for the financial year 2017) and possibly ending
with corporations categorized as large-sized in 2020 (i.e.
for the financial year 2019).
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真の受益者（最終支払個人株主）の登録義務/Ultimate
beneficial ownership (UBO)
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真の受益者（最終支払個人株主）

• オランダ金融担当相より、在蘭企業に対して2018年夏を
めどに、UBO(真の受益者）に関する登録義務が課せられ
る予定である旨の見通しが発表されました。当該UBO登

録義務は、特にオーナー企業の個人株主情報の開示方針に
深く影響を与える可能性があります。

• オランダ当局に登録義務のある在蘭企業はオランダ商工会
議所にUBOと個人データを登録する義務が課せられ、登

録情報は公開される予定です。また、登録情報は個人名で
はなく会社名によってのみ検索が可能となります（オラン
ダ金融機関は個人名での検索が可能）。

• UBOの定義は、仮に企業の25%以上の持分を保有する自

然人がいない場合は、在蘭企業のマネージメント
（CEO）がUBOとして登録されます。

Ultimate beneficial ownership/ UBO

- Recently the Minister of Finance has indicated that the
expected date for the proposed new legislation to come
into force will be around summer 2018. The draft bill
arranges for a central register containing information on
UBO’s of entities incorporated in the Netherlands. The
UBO register can have a radical impact on the right of
privacy.

- Most of the legal entities that have to be registered with
the Dutch trade register, will be obliged to register their
UBO('s) and the personal data in the Commercial Register,
with the Chamber of Commerce as administrator. The
register will be public. The register can only be searched
based on the name of the company and not on the name
of a private person, with the exception that the Dutch
Financial Intelligence Unit can search the register on the
basis of private persons.

- The definition of a UBO has been changed in such way
that if no natural person with more than 25% legal or
beneficial interest in the company can be identified, a
person from the higher management needs to be
registered as UBO.
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オランダ法に基づく配当規制/Distribution under Dutch law
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配当規制

- 2012年10月1日以降適用となっているBV法では、配当に
関する規定がそれ以前に比べ変更されています。

- 配当に関する経営者の責任も、定款に記載する必要があり
ます。

- 貸借対照表テスト：会社は、純資産のうち、法令又は定款
で定められた準備金を超える部分に限り配当を行うことが
できる。

- 流動性テスト：会社の取締役役会は、配当を行ったのち、
会社が支払期限の到来する債務を支払い可能かどうかの確
認が必要です（原則、１年以内に支払期限の到来する債
務）。そのため、法令又は定款により維持が必要となる準
備金を超える純資産の額は、当該流動性テストをクリアし
た場合に限り、配当可能となります。

Distributions

- With the flexibilisation of the BV law since 1 October 2012,
the provisions regarding distributions changed.

- Liability of managing directors (bestuurders) have been
included in statutory provisions.

- Balance sheet test: a distribution can be made as long as
the equity of a BV exceeds the reserves that have to be
maintained by the Articles of Association or on the basis of
law.

- Liquidity test: the managing board of a company must
approve a distribution and determine whether – after the
distribution – the company will continue to be able to pay
its liabilities/debts when they become due and payable (in
principle look ahead one (1) year unless there are specific
reasons for a longer period). Thus all equity in excess of
any reserves that must be maintained under the Articles of
Association or by law can be distributed, provided that the
BV will met the liquidity test.
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定款の要更新/Updating the Articles of Association
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定款の変更

- 2012年10月1日以前に作成されたBV法に基づく定款は、
新しく制定されたBV法のもとでは、もはや効力を有さな
い事項が含まれています。

- 企業運営に際して2012年10月1日以前に作成された定款に

依拠した場合、リスクが残ります。例えば、株主総会の開
催通知は８日に短縮されています（従前に法律に基づき
15日と定めている会社が多い状況です）。また、上述の

通り、流動性テストをクリアしない限り、オランダ法又は
定款により維持が必要となる準備金を超える純資産の額は、
配当できません。

- 最新のBV法に基づいて、定款をアップデートすることが
強く推奨されます。

Amendment of the Articles of Association

- Articles of Association of a BV drawn up before 1 October
2012 contain certain provisions that are no longer in force
because they are overruled by the mandatory ‘new’ BV
laws.

- Relying on Articles of Association before 1 October 2012
also in view of corporate housekeeping may pose risks.
For example the statutory notice period for convening a
general meeting is reduced to 8 days, often the Articles still
refer to 15 days. All equity in excess of any reserves that
must be maintained by law or under the Articles may be
distributed if the liquidity test can be met. How to act if the
Articles of Association still refer to the minimum capital
requirement?

- It is advisable to update the Articles of Association and to
bring these in line with current BV laws.
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EU一般データ保護規制（2018年５月適用開始)/Privacy and
Data Protection May 2018
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ＥＵ一般データ保護規則(GDPR)

- オランダ規制当局は、欧州議会が定めたEU一般データ保
護規則（GDPR）の適用を公表しました。

- GDPRは2016年4月に採決され、既存のデータ保護指令の
内容を更新したもので、2018年5月より適用となります。

- オランダデータ保護規制当局による個人データ保護権限は
従前に比べより広範囲に及ぶものとなります。

- GDPR違反のリスクを回避するためには、各企業が技術的

なセーフガードを含め、プライバシー法令順守に関するフ
レームワークに実際の個人情報保護実務が適合しているか
を確認することが重要です。また、新しい規制に適合した
個人情報保護実務が行われるよう社内でのプロセスの文書
化が必要です。

Privacy and Data Protection

- The Dutch Ministry of Security and Justice published the
General Data Protection Regulation bill following European
developments (GDPR).

- The GDPR was adopted in April 2016 to update the
current data protection framework. It will apply directly in
all member states as of May 2018.

- The role of the Dutch Data Protection Authority, the
Autoriteit Persoonsgegevens (“AP“) will be broader.

- Avoid risk of non compliance. It is important for
organizations to ensure that a privacy compliant
framework is in place, including technical safeguards. Also
arrange for documentation from which it follows that
processing is performed in compliance with the new
regulations.
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配当源泉税の免税
Exemption for dividend withholding tax

配当源泉税の免税規定の拡大

• 現在、EU/EEEA加盟国の親会社への配当については、配当源

泉税が免税となっているが、この免税規定がオランダと租税
条約を締結している国の親会社への配当に対しても適用され
ることになる。

• この免税規定の適用にあたっては、乱用防止規定が適用され
る。

• 日系企業の場合…

 日本の親会社がオランダ法人の株式を5%以上50%未満

保有している場合には、現在、日蘭租税条約に従い、
5%か10%の配当源泉税が課されている。改正案では、
2018年以降は、この配当源泉税が免税となる。

 日本の親会社がオランダ法人の株式を50%超保有してい

る場合には、現在、日蘭租税条約に従い、原則として、
配当源泉税は免税となっているため、改正後も変更はな
いが、免税適用に関する手続きに関して、多少の変更が
あると考えられる。

Broadened exemption for dividend withholding tax in corporate
structures

• For dividends to another EU/EEEA parent company, an
exemption for dividend withholding tax applies. This exemption
will be extended to third countries with which the Netherlands
has concluded a tax treaty or a similar arrangement containing
a dividend article.

• The applicability of the exemption is subject to targeted anti-
abuse rules.

• In case of a Dutch entity whose parent is a Japanese company

 The revised regime should be beneficial for Japanese
corporates having a shareholding of at least 5%, but
less than 50% in a Dutch BV. Under the double tax
treaty, such companies are subject to 5% or 10%
dividend withholding tax. Under the newly proposed
measure, this liability can be reduced to nil as from
2018.

 Japanese corporates already applying the 0% rate
under the double tax treaty (if the shareholding is at
least 50%) can continue this exemption, but need to
consider a small change in formalities.
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協同組合(Cooperative)に対する配当源泉税
Dividend withholding tax for Cooperative

協同組合(Cooperative)に対する配当源泉税

• 現在、Cooperativeからの配当については、租税回避目的であ
る場合のみ、配当源泉税が課される。

• 改正により、2018年以降は、Cooperativeの利益の5%以上の配

分権を有するメンバーへの利益の配分については、
Cooperativeの前年の事業内容の70%以上が、株式保有もしく

はグループ内金融活動である場合には、当該利益の配分に配
当源泉税が課されることとなる。

Obligation for Cooperatives to withhold dividend tax

• Currently, Cooperatives are only subject to dividend
withholding tax in case of certain abuse situations.

• As from 2018, Cooperatives will be subject to dividend
withholding tax if their actual activities in the previous year
usually consisted for at least 70% of holding or intra-group
financing activities and the relevant distribution is made to a
member holding at least 5% of the membership rights.
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Section 2 – 法人税等 / Corporate income tax
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実質的持分規定の緩和・利息の損金算入制限の強化
Relaxation substantial interest rules / Tightening 
limitation on interest deduction
実質的持分規定の要件の緩和

• 2016年1月以降、5%以上のオランダ法人の実質持分を有す

るオランダ国外法人は、以下の場合には、オランダで法人税
が課される。

• 主たる目的が個人所得税もしくは配当源泉税の回避であ
る場合

• 経済実態を伴った合理的な理由がない場合

• 2018年以降は、P8の源泉税の免税規定の改正に伴い、上記の

配当源泉税の回避については、主たる目的の要件から除かれ
ることとなる。

グループ内金融に関する利息の損金算入制限の強化 (オランダ法
人税法10a条)

• 最新の最高裁判決により、関係会社からの借入であっても、
実質的に第三者（銀行など）からの借入であると判断される
場合には、その支払利息については、オランダ法人税法10a条
の利息の損金算入制限を適用しないという判決が下されまし
た。

• この判決を受けて、上記のようなケースでも、当該規定の要
件判定を行えるよう、改正により、10a条の規定の適用範囲が
厳格化されることとなる。

Relaxation substantial interest rules

• As per 1 January 2016, an entity resident outside the
Netherlands that holds a substantial interest (5% or more) in
a Dutch company is subject to corporate income tax if:

• The company is held with avoidance of personal income
tax or dividend withholding tax at someone else as one
of the main purposes; and

• The company is not put into place for valid commercial
reasons which reflect economic reality.

• As per 2018, avoiding dividend withholding tax will be excluded
from the main purpose test.

Tightening limitation on interest deduction regarding intragroup
financing (art. 10a DCITA)

• Recently, the Supreme Court ruled that interest on debts to
affiliated parties that are actually debts to third parties, is not
subject to the interest deduction limitation of art. 10a DCITA.

• Art. 10a will be tightened so that the twofold sound business
motive test that may provide evidence to the contrary of base
erosion, should also be considered in case of debts to affiliated
parties that are actually debts to third parties.
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EU 租税回避対策指令
EU Anti-Tax Avoidance Directive I & II
EU租税回避対策指令 EU Anti-Tax Avoidance Directive I & II

• Adopted by European Commission in 2016 respectively
2017. Applies to all taxpayers subject to corporate tax in the
European Union.

• New rules will come into force as per 2019 (ATAD I) and
2020 (ATAD II).

• ATAD I includes 5 measures against tax avoidance practises
that directly affect the functioning of the internal market:

1. Deductibility of interest: restricting net borrowing costs to
the higher of EUR 1M or 30% of the EBITDA

2. Exit taxation: taxation of transferring assets or tax
residency to another country.

3. General anti-abuse rule: allowing tax authorities to ignore
non-genuine arrangements if one of the main purposes is
obtaining a tax advantage.

4. CFC rules: prescribing taxation of certain non-distributed
income of low-taxed CFC’s.

5. Rules addressing hybrid mismatches: rules to avoid 1)
double deduction and 2) deduction without inclusion in
case of hybrid entities or hybrid instruments.
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• EU租税回避対策指令が、欧州委員会により2016年・2017年に
それぞれ採択された。これは、EUで法人税が課されるすべての
納税者に適用される。

• 各国での改正法は、EU租税回避指令Iについては2019年から、 
EU租税回避指令IIについては、2020年から、各国で施行されな
ければならない。

• 租税回避対策指令IはEU域内の取引の機能に直接的に影響を及
ぼす租税回避行為への対策として以下の5つの規定を含んでい
る。

1. 利息の損金算入: 借入利息の損金算入についてEUR 1Mか
EBITDAの30%のいずれか高い方までが限度となる

2. 出国税: 資産の他国への移転または税務上の居住地の他国へ
の移転に係る税制

3. 濫用防止規定: 取引の主目的の1つが税務メリットを得るこ
とである場合、税務当局はその取引に係る形式的な書類
（契約書等）を無いものとすることができる

4. タックスヘイブン対策税制: 低税率の国の子会社の一定の留
保利益についての税制

5. ハイブリッドミスマッチ: 二重控除やハイブリッドの事業体
や金融商品を用いた課税のミスマッチを避けるための税制 

Section 2 – 法人税等 / Corporate income tax

オランダ諸制度のアップデート • 法務、会計、法人税等
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EU 租税回避対策指令
EU Anti-Tax Avoidance Directive I & II

EU租税回避対策指令

• 先日、EU租税回避指令Iの施行に関する、文書が公表された。

• EU租税回避指令II の施行に向けた手続きは2018年中に開始さ
れる予定である。

• EU租税回避指令IおよびIIの最終的な法案は2018年の春ごろに
出されると見込まれている。

• Recently, a consultation document has been published with
regard to the (legislative proposal for the) implementation of
ATAD I.

• The legislative process for the implementation of ATAD II
should start in the course of 2018.

• We expect draft legislation for the implementation of ATAD I
& ATAD II in the spring of 2018.
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多国間条約
Multilateral Instrument

多国間条約

• 2017年6月7日にBEPSに関連する租税条約の締結に関して、
多国間条約が、日本・オランダを含む67か国の間で締結され
た。

• これは、以下のBEPSの行動様式に関連する、租税条約の改定
を効率的に行うためのものである。

- 行動様式2: ハイブリットミスマッチによる二重課税

- 行動様式 5: 有害税制への対応

- 行動様式 7: 恒久的施設（PE）認定の人為的回避の防止

- 行動様式 14: 相互協議の効果的実施

• オランダでは、上記に関連する法案は、2017年末までに、出
される見込みである。

Multilateral Instrument

• On 7 June 2017, the Multilateral Convention to Implement
Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS (MLI) was
signed by 67 countries including Japan and the Netherlands.

• The MLI aims to amend efficiently existing double tax treaties
according to the treaty-related outcomes of BEPS:

- BEPS Action 2: combating hybrid mismatches under tax
treaties.

- BEPS Action 5: combating tax treaty abuse

- BEPS Action 7: permanent establishments

- BEPS Action 14: dispute resolution

• The MLI is currently under ratification with the Dutch
parliament. A legislative proposal in this respect is expected
by the end of 2017.
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付加価値税 / VAT
Section 3
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インプットVATに関する最新の判例

インプットVATに関する判例

• インプットVATの還付に関しては、多くに議論がなされてい
る。最新の判決 (Iberdrola)の中で、ECJは以下のような判断
を下している。

 第三者の便益のために生じる費用であっても、法人の経
済活動に必要な費用である場合であれば、当該費用に係
るインプットVATは控除される。

Recovery of input VAT – case law

• Recovery of input VAT is subject to a lot of discussion. In a
recent case (Iberdrola) the ECJ has ruled that input VAT
recovery for costs that a company has made where a ‘third’
party benefits, the recovery of input VAT is only allowed
when costs are ‘necessary’ for the VAT taxable economic
activities of the company doing the investment.
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Section 3 – 付加価値税 / VAT
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