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英国駐在員のための英国税制
基本ガイドについて

ビクトリア・ロビンソン
UKリーダー
PwC グローバル・モビリティー・サービス

新しい国に駐在することは不安なも
のです。それが税務、社会保障にど
のような影響を与えるかを理解する
ことは、駐在に伴う数々の問題を解
決する上で、新たな頭痛の種になり
かねません。PwCのグローバル・モ
ビリティー・サービス・チームは、
駐在目的で渡英される皆様へのアド
バイスにおいては25年の実績があ
り、これまでにたくさんの方々の税
務コンプライアンスのお手伝いをさ
せて頂きました。
当冊子には、駐在員の方々から頻繁
にお問い合わせを頂く事柄を、私ど
もの経験を基に質疑応答形式にまと
めてあります。英国駐在にあたって
是非、ご活用下さい。
本冊子中のアドバイスは、2016年4月6
日に開始した2016/17課税年度（特記
事項がない限り）における英国の税
法とその報告義務に基づいたもので
す。
ご存じのとおり、2016年には英国の
EU離脱が国民投票で決定し、2017年
3月には英国首相が「リスボン条約
第50条」を発動させ、正式な離脱
交渉を開始し、この結果、2019年3
月にEUを離脱することとなります。
「第50条」の発動自体が英国法律に
影響をもたらすことはありませんで
したが、英国の正式離脱は、駐在員
の皆様にとって、特に移民法や社会
保障制度を中心に多くの分野で大き
な変化をもたらす可能性がありま
す。本冊子中の情報に基づいて何
かアクションを起こされる際には、
必ず事前に私どもにご相談頂き、
お手持ちの情報が最新のものであ
ることをご確認ください。
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PwCは全世界154ヵ国に拠点を有する複
数ファームによるプロフェッショナル
サービス・ネットワークです。私どもは全
ての法域に跨ったアドバイスを提供してお
ります。より詳しい情報をご希望の方は、
私、あるいはコンタクトページに記載され
ております担当のPwCスタッフまでご連絡
ください。
英国における適用税率、各種控除、英
国政府予算案（バジェット）などの最
新情報につきましては、私どものウェ
ブサイト(www.pwc.co.uk)をご覧下さ
い。
本冊子が皆様のお役に立てば幸いです。
尚、自営業者の方々には異なる税務、
社会保険手続きが適用されるため、
本冊子では取り扱っておりません。

1 英国税制の概要
外国人駐在員の税務内容はますます複雑になっ
ていることから、納税申告はほぼ確実に必要と
なっています。
1.1 税務上、英国とは具体的にどこを指 1.3 英国の課税年度はいつですか？
しますか？
英国の所得税課税年度は4月6日に始ま
英国(United Kingdom)はイングラン
り、翌年4月5日に終了します。
ド、スコットランド、ウェールズ、
1.4 英国内の居住地によって税率が変
北アイルランドおよび英国の沿岸に
わりますか？
散在する各諸島の大部分（全部では
ない）から構成されています。英国
税率は、英国内で一律となっておりま
税制は英国領沿岸に点在する石油掘
す。しかし、2016年4月より、スコッ
削プラットフォームにも及んでいま
トランド議会は、スコットランド在住
す。チャネル諸島、マン島、アイル
者の所得税について異なる税率を設定
ランド共和国は税務上、英国の一部
する権限を有しています。2016/17課
ではありません。
税年度にはスコットランド議会は本
権限を行使しませんでした（しかし
1.2 どのような税金が課されますか？
ながら2017/18課税年度においては、
Higher tax rate （税率40%）に達す
個人に課税される主な直接税には、
所得税、キャピタルゲイン税(CGT)が る所得額の上限が、スコットランド在
住者に対しては英国のその他の地域よ
あり、これらに関しては本冊子で詳
りも低くなります）。
細に取り扱っています。これに加え
英国社会保険料の支払い義務が生じ
1.5 英国で税務申告書を提出する必要
がありますか、その場合の期限は？
る場合もあります。大部分の物品お
よびサービスには購入価格に付加さ
他の諸国と同様、英国でも納税者は
れる売上税である付加価値税(VAT)
年間課税所得・損益を自身で計算し
が課されます。表示価格は通常VAT
た納税額と共に申告することを要求さ
を含んでいますが、そうでない場合
れる場合があります。申告および納税
にはその旨が明記されている必要が
には期限が定められています。英国
あります。この他にもアルコール飲
で働く多くの被雇用者は、源泉徴収
料、自動車燃料、保険、 空港使用等、 制度を通して全額納税するため、所
物品やサービスに課税される様々な
得税申告書を提出する必要はありませ
税があります。
ん。しかし、海外駐在員の税務がます
ます複雑になっていることから、所得
カウンシル・タックスは居住する不
税申告はほぼ確実に必要となっていま
動産の価値を基準に課税される地方
す。たとえ税金が雇用者によって負担
税です。カウンシル・タックスは、
たとえ賃貸不動産に居住していても、 される場合にも、申告書の提出は必要
です。個人の所得税申告書を自分で提
賃貸契約書の中で家主がカウンシ
出する予定で、まだ申告書作成義務の
ル・タックスの支払義務を負う旨が
通知が届いていない場合には、課税年
特に規定されていない限り、納税義
度終了後の10月5日までに歳入関税庁
務が生じます。駐在員が英国居住中
(HMRC)へ問い合わせ、必要書類を要
に死亡、あるいは多額の贈与をしな
請する必要があります。当該課税年
い限り、不動産・贈与税（相続税）
度にPwCが代理人となっている場合
の影響を受ける可能性はほとんどあ
は、必要に応じて私どもよりHMRCに直
りません。たとえ該当しても課税の
接ご連絡させていただくことも可能
対象は英国内の保有資産の価値に限
です。
られます。
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5

所得申告書の提出期限
10月31日
1月31日

31日

所得税申告書の提出期限は以下の通
りです。
•

•
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申告書の提出および納税の期日を守
らなかった場合、利子および罰金が
自動的に課せられます。たとえ納税
所得税告書を書類で提出する場合、
を期日までに行っても、申告書の提
課税年度終了後の10月31日。この場
出が遅れた場合は罰金が課されるよ
合、HMRCが課税額の算出を行いま
うになりましたのでご注意下さい。
す。未払税額は遅くとも翌年1月31日
また、課税年度中に納税額の前払い
までに納税しなければなりません。
が要求される場合もあります。
本人もしくは会計士が電子手段に
よって申告書を提出し、その過程で
納税額を算出する場合、課税年度終
了後の翌年１月31日。未払税額の納
税もこの期日までに完了しなければ
なりません。

2 英国課税の決定

居住ステータスの決定方法について
の大まかなガイダンス、またHMRC
より後日、居住ステータスの査定に
関して問い合わせを受けた場合に備
えて保存しておくべき情報に関して
は補足 Iをご覧下さい。

2.1 英国ではどのような要因によって課
税方法が決定されますか？
英国の税負担を決定する要因はいく
つかありますが、その中には居住性
と永住地があります。これらの用語
の詳細な定義は、補足Iに記載されて
います。任務開始のため英国に最初
に到着した時点で、暫定的な居住性
を決定する必要があり、後日、所得
申告書の提出によって正式に確定す
ることになります。所得に係る英国
の税負担は英国における居住性によ
り、以下のように大別されます。
•

•

英国では2013年4月6日に
法定居住者判定テスト（SRT）
が導入され、個人の居住ス
テータスはそのルールに従っ
て判定されています。これら
のルールは複雑であり、ご自
身の居住ステータスの判定に
あたっては、PwCの税務アド
バイザーにご相談されること
をお勧め致します。

非居住者 – 英国で発生する所得が
課税対象となります。英国内で任
務を遂行した場合、英国勤務に対
応する報酬も課税対象となります。
また、2015年財政法で導入された
新規定により、英国の居住用不動
産を売却した際に英国のキャピタ
ルゲイン税の対象となる場合があ
ります。
居住者 – 全世界の個人投資と雇用
所得が課税対象となります。キャ
ピタルゲインが発生した場合はこ
れも英国で課税対象となります。
英国の永住者でない場合は、英国
外勤務に対応する雇用所得につい
ては課税対象外とできる可能性
（これについては3.4項で詳しく扱
います。）およびその他の税優遇
措置が適用される場合があります。

英国到着時に記入・提出する用紙
はありません。しかし、所得税申
告書を提出する前に、納税者番号
(Unique Taxpayer Reference
Number – ‘UTR’) 入手のために
HMRCへの登録が必要となる場合
があります。
2.3 一時的な非居住者
英国では英国を離れて非居住者と
なった個人を対象とする規定があり
ます。
一時的な非居住者で、そのステータ
スで滞在していた期間に特定の所
得・損益を受領した個人は、再渡英
した課税年度に納税義務が発生する
可能性があります。
一時的な非居住者とみなされる場合
とは、以下の条件を満たす場合で
す。
•

英国を離れた課税年度以前の７課
税年度の内、4課税年度にわたっ
て英国のみの居住者であり、かつ

•

非居住者であった期間が５年以下

これに該当する可能性がある場合は、担
当のPwCアドバイザーにご連絡下さい。

2.2 居住者か非居住者かはどのよう
に決定されますか？
英国では法定居住者判定テスト（SRT）
が導入されており、個人の居住ステー
タスはそのルールに従って判定されて
います。これらのルールは複雑であり、
ご自身の居住ステータスの判定につ
いてはPwCの税務アドバイザーにご相
談されることをお勧めいたします。
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2.5 送金ベース課税とは何ですか、
また、それを選択した方が有利
ですか？
英国の永住者でない者は誰でも、特
定の種類の国外所得およびキャピタ
ル・ゲインを、それが生じた時点
（発生ベース）ではなく、英国へ送
金した時点で課税されることを選択
することができます。
しかし、送金ベース課税を選択した
場合は、基礎控除枠およびキャピタ
ル・ゲインに対する年間の非課税控
除枠を失うことになります。送金
ベース課税は課税年度ごとに選択す
ることが可能であるため、送金ベー
ス課税を選択した方が有利であるか
どうかに関しては随時アドバイスを
受けることが望ましいでしょう。

英国で非永住者であることには税
務上多くの利点があります。送金
ベースによる課税を申告した場合
には、英国外の資産に関して発生
した利子、配当、キャピタルゲイ
ンといった特定の個人所得は、英
国に送金した場合にのみ英国課税
の対象となります。

2.4 英国の非永住者であることの利点
は何ですか？

個人の国外所得およびキャピタル・
ゲインが年間2,000ポンド相当以下の場
合には、基礎控除および年間キャピタ
ル・ゲイン控除を失わずに、自動的
に送金ベース課税の適用を受けるこ
とも可能です。課税期間中の居住形
態分割ルールの適用を受けている場
合（例えば当該課税年度の途中に英
国に到着した場合など）、この
2,000ポンドの上限は、当該課税年
度中の英国居住期間に得られた所
得や損益に対して適用されます。
また、当該課税年度以前の９課税年
度の内、英国居住者であった期間
が６課税年度以下である場合に
は、英国への送金がなければ課税
対象となる所得が英国源泉所得に限
定されており、かつ英国に関連す
る損益がゼロである納税者に関し
ては、送金ベース課税が自動的に適
用される場合があります。

税務上の「永住者」は慣習法の概念であ
り、英国での課税形態に大きな影響を与
えます。永住者の概念に関する詳細な
サマリーは補足Iをご参照下さい。英国で
非永住者であることには税務上多くの利 これらの規定の詳細については補足
点があります。送金ベースによる課税を
IIをご覧下さい。
申告した場合には、英国外の資産に関
して発生した利子、配当、キャピタルゲイ
ンといった特定の個人所得は、英国に送
金した場合にのみ英国課税の対象となり
ます。国外雇用契約の下で稼得された
所得が課税対象とならないこともあります。
詳細は3.1および3.5項をご参照下さい。
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過去9課税年度のうち
最低7年間英国の居住者
で、18歳以上の個人が、送
金ベース課税を選択する
ためには、送金ベース・
チャージ（RBC）と呼ばれ
る追加課金30,000ポンドを
納付する必要があります。
英国の居住者であった期
間が過去14課税年度中12
年であった場合はこれが
60,000ポンドに増加し、過
去20課税年度中17年で
あった場合はさらに90,000
ポンドに上昇します。

過去9課税年度のうち最低7年間英国の
居住者で、18歳以上の個人が、送金
ベース課税を選択するためには、送金
ベース・チャージ（RBC）と呼ばれる追加
課金30,000ポンドを納付する必要があり
ます。居住者であった期間が過去14課
税年度中12年であった場合は、６0,000
ポンドに増加し、 過去20課税年度中17
年であった場合はさらに90,000ポンドに
上昇します。
これらの規定の詳細および2017/18課税
年度以降に適応される改正点につい
ては補足Iをご参照下さい。
RBCを納付することが妥当かどうかを判
断するには、所得およびキャピタル・ゲイ
ンに係る英国の適用税率ならびに同じ
所得と損益に係る本国での納税額の両
方を考慮する必要があります。この算出
は非常に複雑になることが多いため、各
課税年度毎に毎年検討する必要があり
ます。納税額を発生主義で計算するた
めに必要な全てのデータを照合すること
は非常に煩雑な作業になる場合が多い
点にご留意下さい。

2.6 英国到着および帰国の年度はどの
ような取り扱いになりますか？
英国法により個人は税務上、当該課税
年度全体を通して居住者であったとみ
なされます。しかし、課税期間中の居住
形態分割ルール適用の条件を満たす
場合は、課税年度を英国居住部分と海
外居住部分に分けることが可能です。こ
れによって、赴任前の期間、あるいは帰
国後の期間は、事実上、英国の非居住
者であったとして取り扱われることになり
ます。この場合の英国到着時の条件と
は以下を指します。
•

英国と海外の両方に自宅を持ってい
るが、当該課税年度中に自宅が１軒
だけとなり、その所在地が英国

•

英国で常勤職を開始

•

当該課税年度中に海外での常勤職
を離職（例：海外任務の完了）

•

英国で常勤職を開始する配偶者ある
いはパートナーに同行して入国

•

英国で自宅を購入

課税期間中の居住形態分割ルールの適
用に際しては、上記の複数のカテゴリー
に該当する場合、複雑な序列決定のプ
ロセスを経て当該課税年度のどの時点
から雇用その他の所得が課税対象とな
るかを決定します。上記の5ケースに係る
条件は複雑です。詳細は補足IIIをご覧
下さい。

2.7 英国で不動産を購入した場合はど
うなりますか？
以前は英国で不動産を購入すると、個
人の「通常の居住者」のステータスに直
ちに影響が出ました。しかし、「通常の居
住者」という概念は廃止されており、不動
産購入によって居住者のステータスが変
わることはまずありません。しかし、個人
の英国との関連要因が考慮される場合
には、検討要因となる可能性がありま
す。(補足Iを参照)
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3 雇用所得に対する課税
3.1 税務上の居住ステータスは、所得
税にどのように影響しますか？
英国における税制上の居住ステータス
は、2.1で解説した通りです。英国におけ
る居住ステータスがどのように所得税に
影響を与えるかを下表にまとめました。

非居住者

居住者かつ英国永住者

居住者だが英国の非永住者

英国での任務に
係る所得が英国
で課税対象とな
る。英国外で行
われた任務に係
る所得は英国で
は非課税

英国の居住者でかつ英国
の永住者である場合、例
外なく全世界の所得が英
国で課税対象

英国での任務から生じる所
得が課税対象。英国到着時
の課税年度以前の3年間に
英国の居住者でなかった場
合、税務上の居住者である
最初の３年間は「国外勤務
日数控除」（3.4項参照）の
申請資格がある。送金ベー
スで申告し、かつ、十分な
雇用所得がオフショアで支
払われて留保されていれ
ば、国外勤務日数控除に
よって、国外勤務日数に係
る所得を英国の課税対象所
得から除外することが可能
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英国の居住者で、国外所得を英国所得税の課税対象外にする
資格のある方は、十分な勤務報酬を国外で受領・留保するこ
とが必要です。
3.2 駐在に伴う手当てやベネフィットも課
税の対象となりますか？

検討事項

通常、英国での駐在に伴って受領した
すべての手当て、立替金返済、ベネ
フィットは、例えその支払いが海外であっ
ても、すべて英国で課税対象となります。
これには、生活手当（例: 住宅、カンパ
ニーカーの提供）も含まれます。8,000ポ
ンドを上限とする引越し費用や一時帰国
費用の払戻金などは例外的に控除申請
することが可能です。ビジネス経費立替
の払戻しは通常申告する必要がなく、ま
た課税対象ともなりません。
3.3 任務の一部を英国外で行った場合
はどうなりますか？
非居住者の場合は、英国の任務に
対するもののみが課税対象となり
ます。居住者であるが英国の永住
者でない場合は、海外勤務日数につ
いては控除を申請できることがあ
ります。
3.4 国外勤務日数控除とは何ですか？
英国の永住者ではない居住者で、過
去３課税年度にわたって納税義務が
なかった方は、税務上の居住者であ
る最初の3課税年度にわたり英国外
の勤務日数にかかる所得を英国所得
税の対象から除外できる場合があり
ます（通称「国外勤務日数控
除」）。
この制度の適用を受けるためには当
該所得を英国外で受領したこと、そ
れを英国に送金しなかったことを証
明する必要があります（送金ベース
課税を選択している場合を想定）。
しかし実際には、資金が英国に持ち
込まれる都度、厳密に何が英国に
「送金」されたとみなされるのかを
複雑な法令に従って判定する必要が
あるため、その手続きは大変煩雑な
ものとなります。

英国の居住者で、英国外でも勤務
する場合は、十分な勤務報酬を国
外で受領・留保することが必要で
す。

しかし、適格口座を開設できる場合
は、その分析作業を年間一括ベース
で行うことが可能となります。詳細
は補足IIをご覧下さい。開設できな
い場合は、様々な種類の資金（ミッ
クスドファンド）を含む口座から英
国への送金を計画する際、送金直前
にその海外口座にあった資金が何と
みなされるかを考慮する必要があり
ます。適格口座の開設方法および英
国への送金に適用される法令の詳細
については補足IIをご参照下さい。
3.5 国外勤務日数はどのように計算
されますか？
何を基準に勤務日とするかに関して
は、法律上の定義がありません。
（但し居住者ステータスの確定に関す
る場合は定義が存在します）。平日、
休日及び祝日に関わらず、一日の大部
分が勤務のために費やされたのであれ
ば、出勤日となりえます。
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国外勤務日とは、一日の大部分が
英国外での勤務に費やされた、あ
るいは国外の勤務地への往復のた
めに費やされた日を指します。
控除の適用を受けるために、当該
日の初めあるいは終わりに英国外
にいなければならないということ
はありません。英国外での勤務日
を証明できるようにしておくこと
は重要です。HMRCは、英国内お
よび英国外での勤務期間における
正確な勤務状況の記録を要求する
場合があります。さらに、それら
の情報の根拠となる以下のような
情報も保存しておくべきです。
•

航空券、請求書、領収書といっ
た証拠書類のコピー、および搭
乗券のようなその他の関連書類

•

日程が確認できる個人のカレン
ダー、メモその他の文書、なら
びに、会議やアポイント等、特
定の日に遂行した勤務内容の概
略

3.6 複数の雇用契約を締結している
場合はどうなりますか？
複数の雇用契約を締結し、その中
に全業務が英国外で遂行される契
約が含まれており、かつ、送金
ベース課税を選択する場合、英国
外の雇用から生じる所得は以下の
条件を満たしている限り、英国送
金分のみについて課税されます。
•

英国の非永住者である

•

雇用者が英国の非居住者である

•

当該課税年度において、その雇
用にかかわる全業務が英国外で
遂行された

また、租税回避防止法により、一定の
条件が満たされない場合には送金
ベース課税が適用できなくなりました。
これは非常に複雑な分野であり、
「二重契約」の状態にしておくこと
が個々の状況において適切かどうか
についてアドバイスを求めることが
重要です。
3.7 赴任に伴う引越し費用は課税対象
となりますか？

詳細なルールに関して
アドバイスを求めることが、
旅費や引越し費用につ
いて最大限の控除を受
けることにつながります。

駐在員に代わって支払われた、あるいは
雇用主から支給された英国赴任に伴う
引越し費用は、原則として全て英国の課
税対象となります。しかし、8,000ポンドを
上限として控除を申請することが可能で
す。引越し費用として計上できる期限
は、通常、新たな赴任先で業務を開
始した課税年度の翌年度末です。
HMRCの裁量でこの期限が延長され
ることもありますが、これは駐在員
の子供の学業課程の終了を待ったた
めに英国への引越しが遅れた場合な
どに限られます。8,000ポンドの上
限を超えた費用については全て課税
対象となります。控除可能な費用と
しては、引越し業者への費用、長期
ではなく一時的な保管費用、英国赴
任にあたり本国で不動産を売却した
場合の関連費用の一部などが挙げら
れます。また、駐在員本人とご家族
の渡英にかかる旅費も控除の適用を
受けることが可能です（旅費の詳細
は3.9項をご覧下さい）。

それぞれの雇用が別個の契約と
なっており、その内のひとつにつ
いては全業務が英国外で遂行され
たことを証明する必要があります。
業務形態の多様化、頻繁な海外出
張、インターネットなどの通信媒
体の発展などが重なり、これらの
条件が満たされていることを証明
するのは非常に困難です。
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3.8 給与所得は英国の源泉徴収の対象
となりますか？
雇用主あるいは、駐在時の英国での勤
務先となる会社には、PAYEと呼ばれる
源泉徴収を実施することが義務付けられ
ています。PAYEは、現金での支給およ
びストックオプションなどを含む各種ベネ
フィットなどに対して適用されます。この
源泉徴収は通常、英国外で支給された
給与やベネフィット、また英国赴任前あ
るいは英国出国後に支給されたものに
ついても英国駐在に関わるものであれ
ば適用されます。もし、英国での税金を
雇用主が負担することになっている場合
には、雇用主が本人に代わって直接
PAYEの支払いを行います。

3.10 外国ですでに所得税を納税してい
る場合も、英国での納税義務があり
ますか？
その可能性はありますが、同一の所得に
対し二重に課税される可能性は、実際に
はほとんどありません。ただ、英国外の国
で納税したという事実さえあれば、英国
で免税措置を受けることができるという訳
ではありません。全世界の所得が課税対
象となる外国の税務上の居住者（例えば、
米国籍保持者や米国のグリーンカード
保持者）が英国で勤務している場合、英
国での所得に対しても当該国において課
税されることがあります。
英国に関しては、英国の居住者でない
場合は、英国勤務にかかる所得に対し
てのみ英国で課税されます。一方、滞
在期間が6ヶ月未満であり、かつその他
の条件が満たされる場合は、租税条約
の規定により、英国での課税が免除され
ることもあります。それ以外の場合は、英
国で課税されますが、英国外の国で租
税条約による軽減措置を受けられること
があります。実務上、送金ベース課税を
申請することは、二重課税を防ぐために
有益です。
国外勤務日数控除が適用される英国駐
在員の方は、送金ベース課税を申請す
れば、英国外の任務にかかる所得のうち
英国で受領、または英国に送金したもの
のみが英国所得税の課税対象となりま
す（送金の定義については補足IIをご覧
下さい）。
3.9 駐在員本人と家族の旅費に対する
免税措置はありますか？
過去2課税年度について英国の居住
者ではない駐在員が、英国に赴任す
る場合、駐在員本人の渡英の旅費、ま
た本国への帰国の旅費は、たとえそれ
がビジネス目的でなく、家族や友人に
会うためであったとしても、5年間
までは雇用主から免税で払戻しを受
けることが可能です。さらに、配偶
者、シビルパートナー、未成年の子
供については、渡英の目的が駐在員
本人に会うため、または同伴するた
めであり、かつ一定の条件を満たす
場合には、年2回を上限として、免
税での旅費の払戻しを非課税で雇用
主から受けられる場合があります。

その他の例としては、英国の居住者
である期間にかかるボーナスの支払
いが英国出国後になされた場合、あ
るいは、駐在終了後にタックスイコ
ライゼーションを行う場合などが挙
げられます。また、英国での駐在終
了後の1年については、英国で確定
申告を行うことが必要となる場合が
あります。
3.12 駐在予定期間によって納税義務は
どのように変わりますか？
駐在予定期間は、英国赴任中の任務に
かかる経費の課税関係に影響を与える
ことがあります。
3.13 駐在期間が2年以下の場合、納税
義務に変更がありますか？
雇用所得にかかる納税義務は、本人の
居住者ステータスと国外勤務日数控除
の適格性によって決まります。駐在予定
期間は無関係です。
しかし、駐在予定期間が24ヶ月以下で、
かつ一定の条件を満たす場合は、駐在
関連の旅費、生活費および宿泊費を課
税対象から外すことが可能です。これら
の経費を本人が負担している場合は、課
税所得から控除することができます。この
優遇措置は駐在員本人のみを対象とし
たものであり、配偶者、シビルパートナー、
あるいは子供にかかると見なされうる経
費には適用されません。

3.11 英国入国前あるいは出国後に駐在
関連の所得を受領した場合はどうな
りますか？
英国での勤務に係る雇用所得は、たとえ
支払いが英国入国前あるいは、出国後
になされたとしても、英国での課税対象
となります。例えば、英国駐在に伴い海
外勤務特別手当が支給された場合、こ
の手当が英国入国前に支給されたとし
ても英国での課税対象となります。
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4 個人所得税とキャピタル・ゲイン税

4.1 英国源泉の投資所得は課税対象と
なりますか？

4.4 キャピタル・ゲインは英国で課税対
象となりますか？

英国源泉の投資所得（銀行預金利子、
株式の配当等）には英国の所得税が課
されます。英国の不動産から生じた賃貸
収入も英国を源泉とした所得とみなされ
ます。

英国居住者は課税対象資産の譲渡所
得に対してキャピタル・ゲイン税が課税
されます。このキャピタル・ゲイン税には
年間のキャピタル・ゲイン非課税限度枠
が設けられており、この限度額を超えた
部分が課税対象となります（ただし、送
金ベースでの課税を選択しないかぎりに
おいて－「英国課税の決定」2.4参照）。
キャピタル・ゲイン税の税率は、一部
（居住用物件からのキャピタル・ゲ
インなど）28%となる特例を除いて、
現時点では一般的に税率20%で
す。英国の永住者でなく、送金ベー
スの課税を選択した場合、英国外
に存在する資産の譲渡から生じる
キャピタル・ゲインについては、
当該所得が英国に送金されない限
り、英国のキャピタル・ゲイン税が
課されることはありません。しか
し、送金ベースの課税を選択した
場合、当該課税年度におけるキャ
ピタル・ゲイン非課税限度枠の適
用は受けられません。

4.2 英国外源泉の投資所得は課税
対象となりますか？
個人の居住ステータスによります。非居
住者の場合は、英国源泉の投資所得の
みが課税対象となります。居住者である
場合は、通常、全世界の投資所得が課
税対象となりますが、英国の非永住者で
あり、かつ送金ベース課税を申請してい
れば、英国外の源泉による投資所得の
ほとんどは、英国に送金された場合にの
み課税の対象となります。送金ベース課
税を申告していない場合には、この所得
は英国の課税対象となります。送金ベー
ス課税の選択は、通常、非課税控除枠
を失うなど一定のコストを伴いますので、
申請することが有利かどうかを毎年検討
する必要があります。
4.3 日本の不動産を賃貸している場合、
この所得は課税対象となりますか？
賃貸収入は、原則として課税対象で
すが、非居住者である場合、また
は居住者で送金ベース課税を申請
している場合は、例外として、英国
に送金されたものだけに納税義務
が発生します。英国の規定に従っ
て利益と判定されたものは、英国
の所得税が課せられます。
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送金ベース課税を選択している場合は、
通常、海外で生じたキャピタル・ロスに対
する控除は受けられません。海外のキャ
ピタル・ロスにも適用できる特例制度を
選択することは可能ですが、こうした制
度は複雑で、一度選択すると解約するこ
とができません。従ってその選択を行うこ
とが有利であるとお考えの方は、十分な
アドバイスを求めることをお勧めします。

本国/出生地国の課税状況、あるいは資
産が別の国に存在する場合にはその国
の課税状況を常にご確認ください。納税
額を最小限に押さえるため、売却益の実
現、あるいは送金を行う以前に税務アド
バイスをお求め下さい。

キャピタル・ゲイン税制上、外貨建ての
4.5 オフショアにある信託あるいは会社
キャピタル・ロスは英国ポンドに換算後、
からのキャピタル・ゲインあるいは所
損失となるかどうかを判定します。従って、
得は英国で課税対象となります
英国ポンドに対する為替変動を加味する
か？
と、外貨建て取引上の損失がキャピタル・
オフショアにある会社あるいは信託等か
ゲインとなることもあります。
ら生じたキャピタル・ゲインまたは所得の
取扱いには複雑な規定があり、場合に
しかし、キャピタル・ゲインが英国に送金
された場合、あるいは納税額が送金ベー よってはHMRCが個人に課税する場合も
スではなく、発生ベースで計算された場
あります。オフショアの信託あるいは会社
合でも、売却された資産が特別控除の対 に関与されている場合には、税務上のあ
象となって最終的に英国で課税されない らゆる影響が考慮されていることを確認
こともあります。その一般的な例は、主た
するためにも、個別にアドバイスを求める
る自宅として使用されている不動産で、
ことをお勧めします。
一定の条件が満たされている限り、キャ
ピタル・ゲインが課税対象となることはあり
ません。

検討事項
本国/出生地国の課税状況、あるい
は資産が別の国に存在する場合に
はその国の課税状況を常にご確認
ください。納税額を最小限に押さ
えるため、売却益の実現、あるい
は送金を行う以前に税務アドバイ
スをお求め下さい。
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5 控除、税額控除および申告の
ステータス
5.1 非課税となる所得はどのくらいです
か？

5.3 短期滞在の場合、生活費の控除を
受けることができますか？

税務上の居住者には年間の基礎控除が
適用されます（ただし、送金ベース課税を
選択した場合を除く。また、課税所得が10
万ポンドを超える場合には一定の制限あ
り）。課税所得が基礎控除を超えるまでは
納税義務は発生しません。各個人に基礎
控除が適用されます。税務上の居住者と
なる期間が英国課税年度の一部の期間
だけであっても、上記の規定を満たせば
基礎控除を全額適用できます。英国の
非居住者である場合、下記に該当する場
合にのみ、基礎控除が適用されます。

英国での滞在予定期間が2年以下の場
合には、税務申告をする際に特定の旅
費および生活費（下記参照）の控除を申
請できる場合があります。いかなる場合
でも控除の対象となるのは本人に関する
費用のみで、配偶者あるいは子女に係
るものには適用されません。

•
•

欧州経済圏（European Economic
Area-EEA）加盟国の市民

控除が認められている費用には以下の
ものがあります。
•

家賃、光熱費、カウンシル・タックス、
一時的なホテル滞在費

•

一時的な勤務地で勤務する場合、そ
の期間におけるマイレッジ費用、バス
代等の通勤費用

基礎控除に関する特定の租税条約の
条項の下で、基礎控除の適用が認め
•
られている場合

5.2 英国で購入した不動産のローンに係る
•
利子は控除できますか？
できません。
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英国滞在中（および他の出張中）の
日常生活費（食費、ソフトドリンク、食
事代等）。有給休暇中は除く
「一時帰国」の条項の下で控除が認
められない場合、本国と駐在国との
旅費

5.4 本人とそれ以外の者とに関連する費 5.6 同一の所得に対し、英国と海外で課
用はどのように割り振ればよいでしょ
税された場合、控除を受けることが
うか？
できますか？
控除は本人に発生した費用のみに適用
されるため、本人個人に帰属する額を算
出するためにも、発生した費用の総額が
どのように配分されたかを、HMRCが要
請することも考えられます。

租税条約が適用される場合には、二重
課税されることはほとんどありません。租
税条約は二重課税を是正するものであり、
本来二重課税の発生自体を回避するた
めのものです。英国の居住者である場合、
国外源泉所得に対して支払われた海外の
費用の配分に関しては、特別に定められ
所得税は、二重課税が生じる場合に限り、
た規定はありません。原則として、直接
英国で租税条約による軽減措置の適用
的な滞在費用はその地域の滞在施設の
を受けることができます。租税条約が締
単身者用の相場等を目安に申告するこ
結されていない場合でも、英国国内法の
とができると考えられます。
下で、軽減措置を受けられることもありま
費用が不動産の規模と直接関係してい
す。いずれの場合でも、軽減措置は英国
る場合、例えば、光熱費やカウンシル・
の課税年度内に二重課税された所得の
タックス等、は通常当該不動産に住んで うちの英国課税額が上限とされます。他
いる人数で頭割りにします。同様に、生
国において税務上の居住者である場合
活費の実費は通常それを享受している
は、英国源泉所得に対する納税額につ
人数で頭割りにします。
いては、それが英国でも課税されていれ
ば、その国において外国税額控除等の
5.5 どのような記録を保存しておく必要
軽減措置が適用される場合があります。
がありますか？
発生した費用を把握するために、上述し
たすべての種類の費用の証拠資料を保
存しておく必要があります。私どもはこれ
らに基づいて適正な申告を行います。
HMRCが税務申告書の調査に関連して
このような証明を求めることもあります。
その際、適当と認められるのは以下のよ
うな書類です。
•

賃貸契約書あるいは合意書の写し

•

旅費を含む諸経費の領収書

•

スーパーマーケットのレシート

5.7 配偶者あるいはシビル・パートナーと
合算申告することができますか？
できません。英国では個人独立課税制
度を採用しているため、課税対象所得の
ある配偶者あるいはシビル・パートナー
は毎年別々に税務申告する必要があり
ます。各配偶者あるいはシビル・パート
ナーにはそれぞれに基礎控除および年
間のキャピタル・ゲイン非課税控除枠が
適用され (送金ベースの課税を申告しな
い限り) 、それぞれの適用税率に準じて
税額が算出されます。

英国への滞在予定期間が2年以下の場合には、税務申
告を行なう際に特定の旅費および生活費の控除を申請
できる場合があります。いかなる場合でも控除の対象
となるのは本人に関する費用のみで、配偶者あるいは
子女に係るものには適用されません。

`
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6 社会保険料負担および給付

英国居住者と同じレベルの公的医療を
受けることができますが、これは本国
で受ける医療のレベルと異なる可能性
があります。

6.1 英国の社会保険料を負担しなけれ
ばなりませんか？
これは以下のような数多くの要素によっ
て異なります。

6.2 本国における社会保険の給付はど
のような影響を受けますか？

本国の社会保険制度に引き続き加入し
ている場合には、英国勤務によって長期
的な法定給付に影響を与えることはほと
• 雇用者
んどないと考えられます。本国の制度が
• 駐在期間
終結した場合の影響は、英国と本国との
間に社会保障協定が締結されていれ
• 英国赴任前の勤務国 そして
ば、その協定の内容により異なります。
• 場合によっては本人の国籍
社会保障協定を締結している国のリスト
は補足Vに挙げたとおりです。これらの協
これに関する概略は補足Vをご参照下さ
定のほとんどは、給付に関する事項を取
い。National Insurance Contributions
り扱っており、例えば本国における受給
(NIC)と呼ばれる英国の社会保険制度に
権を決定するに当たり、英国社会保険制
加入する必要がある場合には、通常、雇
度への拠出を勘案することを認める場合
用者と同様に、「クラス1」の保険料を従
もあります。本国における受給権に関し
業員が負担する必要があります。
ては、専門家のアドバイスを求めることを
お勧めします。
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6.3 英国で児童手当を請求することはで
きますか？
児童手当は非拠出給付（公的資金）であ
り、原則として扶養責任のあるすべての
児童に対して支払われます。英国では
以下に該当する場合、児童手当を請求
することができます。
•

英国の無期限滞在許可を保有

•

EEA加盟国の国籍を保有

•

児童手当の支給に関する条項を含
む協定を英国と締結している諸国、
例えばニュージーランド、カナダ等の
国籍を保有

上記2番目と3番目に該当せず、英国の
滞在許可が入国管理下にある場合（労
働許可証にて入国の場合を含む）には、
通常児童手当を請求をすることはできま
せん。この場合には、英国への入国許可
あるいは滞在許可は、英国児童手当の
ような公的資金の援助を受けないことが
条件となり、パスポートにもその旨のスタ
ンプが押されます。

英国への到着時点から英国の社会保険 • 強制的精神科治療
料を負担している場合は、即時給付を受
• 特定の伝染性疾病の治療
ける権利が与えられることもあります。ま
た、EEA条項以外の協定を締結している • Primary Care Practicesの提供する救
別の国に居住していたことによって即時
急治療
給付を受けられることもあります。それ以
これ以外のNHS治療費の免除は、転任
外の場合には、通常、英国の居住権を
してきた国によります。一般的に、医療は
取得するまでは受給できません。社会保
EEA加盟国およびスイスの市民は受ける
険事務局にある所定の請求用紙に記入
ことができますが、原則として治療を受け
し、児童手当の申請を行うことができます。
るためには適格証明書としてEuropean
英国の児童手当は、現在、年収が
Health Insurance Card (EHIC) または
50,000ポンドを超えない限り、一般的に
S1が必要となります。英国は多くの国と
非課税となっています。
医療協定を締結しており、無料あるいは
6.4 英国において国が提供する無料の 政府の補助金を受けた治療を提供して
医療を受けることができますか？
います。
原則として、現行法の下では英国居住
者として扱われている場合は誰でも医療
費が免除になります。この場合、居住者
の医療上の定義は、英国に合法的に居
住しており、定着あるいは定着に準じた
生活を送っている者、例えば、雇用の目
的で英国に入国した者を指します。医療
費の免除は当該個人の配偶者あるいは
子女（英国へ帯同して入国した16歳未満
または高等教育を受けている場合19歳
未満）にも適用されます。また、英国居住
者は英国での滞在期間、あるいは滞在
予定期間に関係なく、National Health
Service (NHS)による下記のような治療
を無料で受けることができます。
•

英国居住者が受けるのと同一の公的医
療レベルを受けることができますが、これ
は本国で受ける医療レベルと異なる可能
性があります。
NHSの下で英国の居住者に提供される
医療は、その提供時点ではほとんどが無
料ですが、特別な例外項目があります。
例えば、通常、歯科治療、眼科治療、処
方薬が無料で提供されることはありませ
ん。つまり、これらの治療にかかるコスト
の一部は患者が直接負担することになり
ます。従って英国に家族を帯同する場合、
本人とその家族に別途、民間の医療保
険を掛けるべきかどうか検討するべきで
しょう。

救急(A&E)の外来治療あるいは予約
なしの医療センター（一旦正式な入
院患者となった場合にはこの医療費
免除の適用を受けることができません。
この中には緊急手術あるいは高度要
介護ユニットへの入院が含まれます）。
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7 その他

あらゆる株式関連報酬の税務上の扱いは、
株式関連報酬スキーム、労務提供状況、税
務上の居住ステータスによって異なります。

7.1 英国駐在中にストックオプションを付
与された、あるいは行使した場合どう
なりますか？
2015年4月6日以降、新規定は（2015年
4月6日以前に付与されたものを含
め）全てのオプションに適用されま
した。
新規定によってオプションの取り扱
いは簡素化されましたが、その税務
上の扱いは依然として複雑であり、
行動を起こす前に専門家のアドバイ
スを受ける必要があります。
2015年4月6日までは、オプションを
付与された日の居住ステータスが、
英国における課税方法の決定要因で
したが、新規定の下ではこれが変わ
り、旧規定の下では生じなかった状
況において、英国の課税義務が発生
する場合があります。
原則として、新規定の下では、非英
国株式に係るオプション行使に際し
て英国での課税義務が発生します。
オプションが英国駐在開始前に付与
された場合、または駐在期間が終了
し、英国の非居住者となってからオ
プションを行使した場合も同じです。
しかし、「権利確定期間」（オプ
ションの場合は通常、付与されてか
ら行使が可能となるまでの期間）に
「国際間のモビリティー条件」を一
つ以上満たせば、オプション行使か
ら生じる所得を、英国内源泉所得と、
英国外源泉所得とに区分できる場合
があります。

「国際間のモビリティー条件」とは主に以
下の場合を意味します。
•

（永住国がどこかに拘らず）権利確定
期間中のどの部分においても英国の
居住者ではないケース。この場合は、
英国外源泉所得として扱われる部分
は、英国の所得税の課税対象外とな
り、

•

英国の居住者であるが非永住者であ
り、送金ベース課税を申請している
ケース。この場合は、英国外源泉所
得として扱われる部分は、英国に送
金されたものだけが課税対象となりま
す。

社会保険の扱いも原則として似ています
が、実務面では若干異なっており、所得
税と社会保険料は別々に計算する必要
があります。
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7.2 雇用に関連して発生する他の株式関
連報酬も同様に課税されますか？

7.3 雇用主の本国の企業年金制度に引
き続き加入することはできますか ？

その他の株式関連報酬にも同様の規定
が適用されますが、制度の違いによって
は、例えば、所得配分の計算に異なる
「権利確定期間」が適用される可能性は
あります。報酬に対してどのように課税が
行われるかに関しては、専門家のアドバ
スを求めることを重ねて強くお勧めします。

これもまた複雑な分野です。加入してい
る特定の年金制度が、英国駐在期間中
も継続加入を認めているかどうかを判断
する必要があります。

7.4 労働許可証は必要ですか？
EEA （補足 VI参照）の市民でない限り、
英国で就業を開始する前に入国許可
（ビザ）を取得することが基本的に必要と
なります。英国の子会社がスポンサー企
業となっている場合、ポイントベースシス
テムのTier 2カテゴリーの下では、本人
のビザ申請の前に、その会社がスポン
サーシップ証明を発行することを義務付
けています。入国許可の申請は本籍の
ある国あるいは法律上の居住国にある英
国大使館か領事館で行います。申請の
プロセスは、通常、以下の三段階から成
ります。

一般的には当該年金制度が、死亡ある
いは老齢退職給付のみを提供している
場合には、雇用主の年金拠出額が被雇
用者の課税対象となることはありません。
しかし、当該年金制度への拠出金に対
する税務上の優遇措置が適用されるの
は、一定の条件が満たされた場合だけ
です。この適用を受けるためには、年金
制度の事務管理者が特記事項の報告を •
将来の一定時期に確実に行うこと等が必
•
要となる場合もあります。
これとは別に、年金制度によっては英国
•
と本国との間の租税条約により英国が当
該制度を認識することが義務付けられて
いる場合、税務上の優遇措置を受けられ
ることもあります。この場合、通常、個人
負担の拠出金が控除されるほか、雇用
主が負担する拠出金は課税所得とはみ
なされません。しかし、英国で登録された
年金制度に適用される年間拠出金など
の上限を超えた場合は、課税対象となる
可能性があります。2016年4月より高額
所得者が申請できる控除額が僅か
10,000ポンドに限定されているため、該
当すると考えられる場合は、詳細なアド
バイスをお求め下さい。

申請用紙をオンラインで提出
次に、バイオメトリックス（指紋のス
キャンおよびデジタル写真）
そして最後に、必要書類を英国大使
館または領事館、あるいはビザ申請
センターに提出しなければなりませ
ん。提出書類や手続きに要する期間
は申請するビザの種類と申請地によ
り異なります。適正な書類を有してい
ない場合、英国への入国を拒否され
る場合もありますので、駐在を開始
する前に入国許可を入手しておくこ
とが必要です。

このように年金への拠出金に対して英国
で税優遇措置を得た場合は、英国を出
国した後も、当該年金制度からの受給の
一部が、引き続き英国の課税対象となる
可能性があります。
昨今、英国外の年金制度の課税に
対して多くの改正があり、概ね
2017年4月6日から適用されていま
す。詳細については、お問い合わ
せ下さい。

検討事項
株式オプションに適用される規定の
改定は、2015年4月6日までに適用さ
れていた規定の下では発生しなかっ
た納税義務が今後発生する場合があ
ることを意味します。
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雇用主が英国法人であ
る場合は、P46 (Expat)に
よる手続きは適用されず、
自己申告登録を完了す
るには、フォームSA１に
記入し、HMRCに提出
しなければなりません。

7.5 英国で相続税および贈与税が課税
されることはありますか?

7.7 英国到着時にどのような書類に記入
する必要がありますか？

英国の永住者でない限り、相続税（死
亡時に納税義務が発生し、特定の生前
贈与については贈与者が納税義務を
負う）の対象となるのは英国に所在する
資産に限定されます。相続税上は、過
去20年間のうち17年間を、税務上の英
国居住者として滞在した場合、英国の
永住者とみなされます。この場合、全世
界の資産が課税対象となります（但し、
租税条約の遺産税に関する規定が優
先）。英国に長期間居住する、あるいは
英国で多額の資産を取得する計画があ
る場合は、相続税対策を考慮する必要
があります。
英国政府は2017年4月6日より、英国の
みなし永住者に関する新たな判定規
定を導入しました。これらの新規定の
下では、過去20課税年度のうち15年
間を税務上の英国居住者として滞在
した場合、もしくは、英国生まれで
出生上、英国を永住国とし、英国居
住者である場合、税務上（つまり所
得税、キャピタルゲイン税、相続税
について）は英国永住者とみなされ
ます。これらの新規定がオフショア
トラストに関して及ぼす影響は、特
に複雑なものとなっております。

英国外で雇用されており、駐在員として
英国に派遣された場合は、通常、スター
ターチェックリスト（かつてのP46 (Expat)）
を雇用主と共に記入する必要があります。
これを基に、HMRCへの自己申告登録が
行われ、給与の源泉徴収手続きが取られ
ます。英国到着をHMRCに通知するため
のフォーム（P86)の提出義務はなくなりま
したが、到着時の特定の情報・記録は保
管されることをお勧めします。（詳細は補
足I をご覧下さい。）

さらに英国政府は、2017年4月より
税務上の居住者ステータスとは無
関係に、英国の非永住者が所有する
英国の全居住用不動産に相続税を
課税する法案を導入しました。詳
細については私どもにご連絡下さ
い。
検討事項
英国での課税を最小限に抑えるた
め、英国の居住者となる前に英国
外の銀行口座を別々に管理し、英
国へ送金する資金の源泉を明確に
することをご検討下さい。

英国法人に直接雇用される場合は、ペ
イロールの手続き上、雇用主と共にス
ターターチェックリスト（かつてのP46)に
記入するほか、フォームSA１をHMRCに
提出して自己申告登録を完了しなけれ
ばなりません。
必要な情報が受領されると、HMRCから
納税者番号（UTR）が送られてきます。
納税者番号がないと、確定申告書をオン
ラインで提出することができません。PwC
が確定申告を代行させていただいている
場合は、この納税番号を私どもまでお知
らせください。
7.8 駐在を終えて英国を出国する際、
税務当局への通知が必要ですか？

英国を出国する際、税務当局から出国
許可を入手する必要はありません。しか
し、HMRCの駐在員税務グループは、
駐在員が出国後に受け取った所得につ
いての確定申告が必要かどうかを判断
するため、出国声明書の提出を求めて
います。HMRCの他の部署が駐在員の
7.6 英国に資金を送金する場合、考慮
税務を扱っている場合は、フォームP85
すべきことがありますか？
を記入することで、税務上の居住ステー
国外所得あるいはキャピタル・ゲインを送 タスが出国後どうなっているかを確認す
金することにより、英国で課税が生じるこ ることが可能です。これによって還付金
とになるか否かを確認する必要がありま
の手続きが早まることもあります。
す。送金に係る課税は非常に複雑な分
野で、例えば、送金は単なる現金の送金
に限定されるわけではなく、さらに雇用
所得、投資所得、ゲイン等の様々な所得
が混在した英国外の口座から送金する
場合には特別の規定が存在します。補
足IIに送金についての概要を記載しまし
た。特に送金が多額となる場合や、外貨
から英国ポンドへの換算を伴う場合に
は、英国に資金を送金する前に、専門
家のアドバイスをお求めになることをお
勧めします。
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8 補足事項
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補足 I
居住性と永住地

本セクションの内容は
2016年4月6日時点で有効
な法律および規定のみに
基づいたものです。

居住ステータスの決定

また、当該課税年度中の英国勤務日
が30日を超えないことも条件となりま
す。 この場合の勤務日とは、英国で
の就労時間が３時間を超えた日を指
します。この３時間の算出には研修
や出張など、いかなる就労形態も含
まれます。さらに当該課税年度中の
英国滞在期間が91日未満であること
も必要です。この場合、英国内で深
夜０時を迎えた日が滞在日として計
算されます。移動日については除外
される場合があります（例えば、乗り
継ぎのため英国の空港で深夜０時を
迎えた場合）。車両、飛行機あるいは
船舶の乗組員として勤務し、任務の
一環として最低６回国境を越える場
合は、海外で常勤職に就いていると
はみなされず、非居住者と判定され
ることはありません。

居住性は制定法の詳細な規定に基づい
て決定されます。英国の税務上の居住
者とみなされるには、当該課税年度中の
ある期間に物理的に英国に滞在してい
ることが条件となります。英国の法律上、
税務上の居住者かどうかの判断におい
て、他国の居住性が考慮されることはあ
りません。
非居住者
以下の３つのカテゴリーのいずれかに該
当する場合は非居住者となります。これ
らのカテゴリーの一つにあてはまる方は
確実に非居住者となりますので、居住ス
テータスに関する詳細な規定を考慮する
必要はありません。
•

過去３課税年度中、１課税年度以上
居住者であったが、現課税年度中の
英国滞在期間が16日未満

居住者
非居住者かどうかの判定カテゴリーのい
ずれにも該当しない場合は、以下に示
す居住者かどうかの判定カテゴリーに該
当するかどうかが考慮されることになりま
す。

•

過去３課税年のいずれにおいても居
住者ではなく、現課税年度中の英国
滞在期間が46日未満

•

海外での常勤職就労 このカテゴ
リーに該当するには海外での就労時
•
間が週平均35時間であり、海外での
就労期間に大きなブランクがないこと •
が条件となります。平均35時間の算
出方法は複雑であり、就労パターン
が不規則で、必須時間数である35時
間を下回る可能性のある方は、税務
アドバイザーにご相談されることをお
勧めいたします。海外で就労しな
かった期間が31日以上ある場合には、
長期の勤務中断（significant break)
があったとみなされます。但し、年次
有給休暇、病気休暇および育児休
暇は例外となります。

24 英国駐在員のための英国税制基本ガイド

英国での滞在日数が183日以上
唯一の自宅が英国にある場合
当該課税年度中に英国の居所に30
日以上滞在した場合、このカテゴリー
に該当します。またこの居所は91日
間（内、30日間が当該課税年度内）
利用可能な状態であり、この91日の
期間中、海外に居所がない、あるい
は居所がある場合は、そこでの当該
課税年度中の滞在期間が30日未満
であることが必要です。

•

英国で常勤職に就いている場合
英国で週の平均就労時間が35時間
あり雇用期間に大きなブランクが無い
場合、英国で常勤職に就いていると
•
みなされます。上述した海外での常
勤職就労テストと同様の例外が認め
られますが、ここでもやはり計算方法
が複雑なため、就労パターンが不規
則な方は、英国での就労時間が週平
均35時間に達するかどうかアドバイ
ザーと確認されることをお勧めします。
海外就労者で、英国外での勤務日数
•
が全体の25%以上の場合は、英国の
居住者とはみなされません。例えば、
当該課税年度の勤務日数の
26%が国外であれば、このテストに関
しては、英国で常勤職に就いている
とはみなされません。車両、飛行機あ
るいは船舶の乗組員として勤務し、
任務の一環として最低６回国境を越
える場合は、このテストに関する限り、
英国で常勤職に就いているとはみな
されず、居住者と判定されることはあ
りませんが、他のテストでは居住者と
なる可能性があります。
•
英国との個人的な「つながり」に基づい
た居住者
上述のいずれのテストにおいても英国の
居住者と見なされなかった場合でも、居
住者となることは可能ですが、その判定
はその個人が持つ英国とのつながりの
要因（関連要因）と、当該課税年度にお
ける英国滞在日数に基づいて行われる
ことになります。これは「十分な関連要因
テスト」と呼ばれ、個人が英国との間に持
つ関連要因の数によって、非居住者とし
て英国に滞在できる日数の上限が決まり
ます。
この上限の決定においては、以下に示
す英国との関連要因が考慮されます。
•

家族要因 配偶者、シビル・パート
ナー、パートナー（「夫婦」として同居
する人）、あるいは税務上の居住者で
ある18歳未満の子供を英国に持つ場
合は、家族要因があると見なされます。

就学期間以外に英国で過ごす日数
過去3課税年度中のいずれかにおいて
が21日未満である子供は、このテスト 英国の居住者であった方は、もう一つの
においては居住者と見なされません。 関連要因が考慮される場合があります。
居住要因 １課税年度において91日
以上継続的に使用できる居所があり、
当該課税年度中、その場所で一泊
以上過ごした場合、居住要因がある
と見なされます。その居所が近親者
の自宅である場合は、滞在期間が16
泊以上であることが居住要因があるこ
との条件となります。

•

滞在国要因 英国で深夜0時を迎え
た回数が世界中で一番多かった場合、
滞在国要因があると判断されます。

滞在日数の上限
以下の表は、英国との関連要因数毎の
居住者と見なされる英国での最低滞在
日数を示したものです。

就労要因 当該課税年度中40日以
最初の表は過去3課税年度中のいずれ
上英国で就労した場合は、就労要因 かにおいて居住者であった場合に適用
があると見なされます。 日数計算の
される日数を示しています。
方法は海外での常勤職就労テストの
場合と同じです(つまり、 3時間を超え
ると英国勤務日となる） 。車両、飛行
機あるいは船舶の乗組員として勤務
する場合は、英国を起点として国境
を超えた場合は英国勤務日となりま
すが、英国が終点の場合は、このテ
ストにおいては英国勤務日とは見な
課税年度中の
関連要因の数
されません。
滞在日数
90日要因 過去2課税年度中のいず
れか、もしくは両方において、英国で
深夜0時を迎えた日が90日以上ある
場合は、90日要因を満たすと見なさ
れます。

15日超

4 要因

45日超

3 要因

90日超

2 要因

120日超

1 要因

次の表は過去3課税年度中、いずれに
おいても居住者ではなかった場合に適
用されます。
課税年度中の
滞在日数

関連要因の数

45日超

全4要因

90日超

3要因

120日超

2 要因
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補足 I
(続き)

関連要因テストの条件を満たせなかった
場合はどうなりますか？
関連要因に基づいた滞在日数の上限を
超えなかった場合は、その課税年度に
おいては非居住者と見なされます。
滞在日数の数え方
英国で深夜0時を迎えた日が滞在日とし
て数えられます。これには以下の例外が
あります。
乗り継ぎのために英国に到着した場合
は、英国で深夜0時を迎えても英国に滞
在したとは見なされません。この典型的
な例が、国際空港に到着した個人が乗り
継ぎ便を待っている間に英国で深夜0時
を迎えた場合で、その旅行から大きくか
け離れた活動（例えば出発ラウンジでビ
ジネスミーティングを開くなど）を行わな
い限り、これが英国滞在日数に含まれる
ことはありません。
また「例外的な状況」によって出国できな
かった場合は、英国で深夜0時を迎えて
も滞在したことにはなりません。例外的な
状況とは全国的あるいは局地的な緊急
事態を指し、戦争、暴動、天災、あるい
は生命に係わる病気や怪我などが含ま
れます。また近親者が病気になった場合 みなしルール
もこれに該当します。但し、滞在日数の
滞在日の計算は英国で深夜0時を迎え
計算から除外できるのは60日間までです。 たかどうかに基づいて行われます。そこ
で、英国で何日も過ごしながら、深夜0時
前に出国できるような日程で活動するこ
とを防止するための「みなしルール」が作
られています。
この「みなしルール」によって、以下に該
当する場合は、英国で深夜0時を迎えな
くても、英国に滞在したと見なされること
になっています。
•
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関連要因が3つ以上あり、

•

過去3課税年度中、少なくとも一つに
おいて居住者であり、

•

深夜0時を除くどこかの時点で英国内
で活動していた日数が30日を超えた

これらの条件が満たされた場合は、一日
の内、いずれかの時点で英国で活動し
ていた日はその全てが英国滞在日数と
して計上されます。但し、これらの見なし
滞在日数の内、最初の30日間は除外さ
れます。例えば、みなし滞在日数が40日
であった場合は、最初の30日間は除外
されるため、英国滞在日数として計上さ
れるのは10日間となります。

永住地
英国法の下では、すべての個人には婚
姻、相続また一定の税務において管轄
権を持つ国がどこかを示す永住地があり
ます。移動、引越しによりステータスの変
更が起こる居住地とは異なり、永住地が
変わることはほとんどありません。 通常、
子供はその出生時に父親の永住地を受
け継ぎ、その個人が永住地を外国に移さ
ない限り、一生変わることはありません。

しかし、英国に無期限で長期滞在する予
定であるが、この意味での永住の意思は
ない場合、あるいは、英国出身で海外に
移住したものの一定期間英国勤務が行
われる場合などは、英国における永住者
とみなされる可能性がありますので、
PwCのアドバイザーにご相談ください。

しかし、英国政府は2017年4月6日よ
り、永住者とみなされる判定規定を変
更しました。新規定には以下が含まれ
ています。
•

過去20課税年中、15年間を英国
で税務上の居住者として滞在した場
合、その個人は所得税、キャピタルゲ
イン税、相続税上、英国の永住者と
みなされる。また、

非永住者の場合、所得、投資所得や
キャピタルゲインに対する税金において
優遇措置を得ることができます（詳しくは、 • 英国の永住者として英国で生まれた
セクション2の送金ベース課税の箇所を
個人は、英国居住であり、税務上
英国で一時的に勤務している外国人が、
ご参照ください）。また、永住地は、相続
の非永住者のステータスを申請する
一般的に英国非永住者とみなされること
税上、重要となります。
ことはできない。
に問題はありません。これは英国に永住
する意思（例えば、英国で退職後の余生 相続税上は、過去20課税年度のうち17
本規定は、2017/18課税年度より
を送るなど）が無いことが明確であるから 年間を英国における税務上の居住者と
適用されます。
です。
して滞在していた場合には、英国の永住
者とみなすという追加条項があります。
記録
前述の通り、入国の際にHMRCへ提
出する書類はございません。

英国駐在員のための英国税制基本ガイド 27

補足II
英国への送金

正式の申請手続きを経ずに送金ベース
課税が適用できる場合があります。その
詳細は下記をご覧ください。

•

先ず、送金ベース課税では以下の所得
もしくはキャピタルゲインが課税対象とな
ります。
•

英国外で支払われた所得で、英国外
の勤務日数に帰属する所得 (居住者
であり、国外勤務日数控除の対象で
ある場合)

•

非英国雇用者との別途契約から発生
した所得（全勤務を英国外で遂行し
た場合）

•

英国外の資産・ファンドから生じた典
型的な投資所得

•

英国外に所在する資産の売却から生
じたキャピタルゲイン

送金ベース課税が申請手続きなしに適
用される場合

低所得の免税
英国で業務の全部あるいは一部を行う
低所得の従業員については、発生ベー
スで課税されるものの、海外の所得につ
いては免税措置を適用できる場合があり
ます。そのためには次の要件をすべて満
たす必要があります。
•

基礎税率が適用される（高税率・超
過税率が適用されない）納税者であ
ること。

•

１課税年度中のすべての海外所得、
海外投資所得（それぞれ10,000ポン
ド、100ポンドを超えてはならない）が
海外で課税されていること。

•

それ以外の海外所得やキャピタル・
ゲインが無いこと。

•

英国で納税申告をしていないこと。

英国の居住者であるが永住者ではなく、
以下の条件を満たす場合、自動的に送
金ベース課税が適用されます。
•

英国の非永住者であるが、
税務上の居住者である場
合、あなたの国外の所得と
ゲインは、英国で支払われ
た、もしくは英国に送金され
た金額だけが課税されるよ
う申請することができます。
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英国の当該課税年度中の未送金の
海外所得および英国のキャピタルゲ
インの合計が2,000ポンド未満である
場合（この上限額は、居住形態分割
ルールが適用される場合、英国で税
務上の居住者となっている期間の収
入およびゲインのみを対象としま
す）。または

英国に送金した関連所得やゲインの
金額がゼロで、英国の過去９課税年
度中、英国の居住者であった年数が
6年以下（または当該課税年度を通し
て18歳未満）で、源泉徴収された英
国での投資所得あるいはゲインが無
い場合（源泉徴収された英国の銀行
からの利息で100ポンド未満のものを
除く）

上記の要件がひとつでも満たされない場
合、またはHMRCから申告書の発行を
受けた場合には、免税措置は適用され
ません。

送金ベースの申請

英国赴任前の資産

送金ルールに関する例外

上記のいずれにも該当せず、かつ送金
ベース課税を選択する場合、同課税年
度における所得税の基礎控除とキャピタ
ルゲイン税の非課税枠を放棄することに
なります。所得税の基礎控除については、
租税条約の下で適用を申請できる場合
もありますが、非常に稀なケースです。

英国赴任前に受け取った雇用所得は英
国に送金されても課税対象とはなりませ
ん。また英国で居住者となる以前に取得
した投資所得やキャピタルゲインなども、
通常、英国において課税対象となりませ
ん。しかし、このような非課税措置を完全
に適用するためには、英国へ送金した
金額の財源がどのような性質のものなの
かを適格に明示できる必要があります。
英国赴任前の資産で将来英国に送金す
る可能性のあるものと、それ以後に発生
する資産とを的確に分離することが重要
であり、これに関しては、専門家のアドバ
イスを受けることをお勧めします。

以下の資産については、送金ルールの
例外となる場合があります。

送金ベース課税申請の決定は課税年度
毎に変更することが可能なので、全世界
の所得・ゲインが対象となった場合の課
税額と、送金ベース課税を選択した場合
の課税額およびそれに付随する基礎控
除と非課税枠の放棄によるコストを考慮
した上で、より有利な課税ベースを選択
することが重要です。
また発生ベースによる課税に必要な全て
の関連情報の照合に費やされる時間と
事務コストも念頭に入れる必要がありま
す。例えば、英国ポンド以外の通貨資産
は、通常、キャピタルゲイン税法上課税
対象となりますので、外貨の売却から発
生するキャピタルゲインあるいはロスが把
握されるよう、外国為替取引の詳細を全
て集め、保管しておく必要があります。
送金ベース課金
過去9課税年度のうち7年以上英国に居
住している者は、送金ベース課税を申請
するにあたって、年間3万ポンドの追加
課金を支払わなくてはなりません。過去
14課税年度中、12年以上英国の居住者
であった場合、この金額は60,000ポンド
へ、また過去20課税年度中、17年以
上英国の居住者であった場合は
90,000ポンドへ増加します。（ただ
し、先述のとおり、英国政府は2017
年4月6日より永住者とみなされる判
定規定を変更したため、90,000ポン
ドの追加課金は今後適用されませ
ん。）

大まかに言って、過去7課税年度中の4
年間、英国の居住者であった場合は、そ
の個人が英国を離れた後に行われた送
金であっても、当該所得が英国の居住
者であった期間に発生し、かつ、送金
ベース課税を選択していた場合は、英国
を離れた期間が5年を超過しない限り、
送金課税対象となります。
送金の性質
英国への送金とは、英国内に物理的に
送金された資金だけに限定されたもので
はありません。それが英国外の所得やゲ
インから発生したものであれば、当該個
人自身によって、またはその個人のため
に英国に持ち込まれた、英国で受領ある
いは消費された一切の取引が送金とみ
なされます。
また、当該個人やその関係者に対して
英国国内で提供されたサービス（下記参
照）について、その対価が海外の所得や
ゲインから支払われたものであれば、送
金と見なされます。ローンや間接的な資
金供与あるいは、英国への信用取引も
送金に準ずる取引と見なされる可能性が
あります。 送金に準ずる取引として最も
一般的なものは、英国内でクレジット
カードを使用し（海外発行のカードも含
む）、英国外に保有している資金を用い
て支払いを行うケースです。

•

個人の所持品 (衣類、靴、ジュエリー、
時計類)

•

1,000ポンド未満の物（セットの一部で
ないもの）

•

英国内に持ち込まれた日数が合計
275日以下のもの、あるいは

•

修理・修復目的で英国内に持ち込ま
れた物

•

上記のうち、2008年4月6日以降に英
国内に持ち込まれたものに関しては、
課税対象の送金とはみなされない

また、美術品を一般公開のために持ち
込んでも、通常、その美術品の購入費用
が英国に送金されたとはみなされません。
送金のタイミング
送金ベース課税の申請が一旦行われる
と、それ以降の課税年度に行われた一
切の海外雇用所得の送金は、送金の時
点で課税対象となります。英国外での投
資所得やキャピタルゲインも、当該課税
年度以降であっても英国での居住者で
あった期間は課税され、また非居住者と
なった後でも送金時に課税が発生する
可能性があります。
関係者には、納税者本人、配偶者、シビ
ルパートナー、18歳未満の子供と孫、トラ
ストやオフショア・カンパニーが含まれま
す。この規定上は、内縁のパートナーも
配偶者と見なされますので、必要に応じ
て専門家にアドバイスを求めることをお
勧めします。
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補足 II
(続き)

英国外源泉の特定
英国内に送金された資金の源泉を特定
し、課税義務を確認することは重要です。
英国に送金された場合に課税対象とな
る英国外での所得やキャピタル・ゲイン
が多額である場合、誤った海外資金の
送金による不必要な課税が発生するリス
クを最小限にとどめる対策を取るべきで
す。つまり、英国へ非課税で送金可能な
国外所得および資産と、課税対象となる
所得と資金を分けて管理することが必要
です。例えば、英国赴任前に発生した資
産用の口座と、その資産から発生する所
得用の口座を開設することで、資産分離
が可能となります。また、雇用所得（累進
税率45%で課税）やキャピタルゲイン
（特例を除き、一般的に累進税率20%
で課税）用の口座も別々に管理する
ことが賢明でしょう。
数多くの銀行口座を保持するのは実用
的ではないため、通常は、ひとつの口座
にすべての資産がまとめられていること
が多いでしょう。 このように、あらゆる種
類の所得・収益から構成される口座
（ミックスドファンド）には、特定
の規則が適用されます。年度をまた
がった収入やゲインが含まれる口座
にも、このミックスドファンドの規
則が適用されます。送金の構成がど
のようになっているのかを判定する
ためには、そこに含まれている所
得、ゲイン、資本の種類を、事実に
基づいて事前に確定しておくことが
必要です。

英国外のミックスドファンド口座からの出
金は、英国への送金であるか、またはオ
フショアにおける支払いまたはトランス
ファーなどであるかにより、異なる規則が
適用されます。後者の場合、オフショア・
トランスファーの規則が適用されますが、
それ以外は英国への送金規則が適用さ
れます。英国の居住者で、適格口座を
保有し、国外勤務日数控除の対象となっ
ている個人に関しては、送金内容の分析
の大幅な簡素化が可能です。詳細は下
記をご覧ください。
オフショアトランスファーおよび他のオフ
ショアにおける支払い
オフショアでの支払いとトランスファーに
関する資金構成は、トランスファーが行
われる直前にその口座内に含まれてい
た所得・ゲインの種類とその割合に準じ
るものと見なされます。例えば、ミックスド
ファンド口座に10万ポンドの残高があり、
そこから1万ポンドが別のオフショア口座
に送金される直前のミックスドファンド口
座の内訳が以下のとおりと仮定します。
•

英国での雇用所得

•

英国外での雇用所得 20,000ポンド

•

英国外での投資所得 20,000ポンド

•

キャピタルゲイン
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上記の場合、送金された１万ポンドは以
下のように構成されていると見なされます。
•

英国での雇用所得

•

英国外での雇用所得 2,000ポンド

•

英国外での投資所得 2,000ポンド

•

キャピタルゲイン

1,000ポンド

英国への送金
英国への送金は、該当課税年度におけ
る各種所得・ゲインから、以下の順番で
行われたとみなされます。送金直前に
ミックスドファンド内に保有されてた資金
から、該当課税年度中に関わる所得や
資産総額を上回る送金がなされる場合、
もっとも新しい年度から遡及的に年を
遡って源泉の特定が行われます。
ミックスドファンド内の異なる種類の資金
は以下の順番で英国に送金されたと見
なされます。
•

下記のどのカテゴリーにも該当しない
雇用所得（英国内勤務から派生した
雇用所得で既に英国で課税されたも
のを含む）

•

英国外の所得（海外勤務に関する所
得など）で、英国外で課税対象とされ
ていないもの

50,000ポンド

10,000ポンド

5,000ポンド

•

英国外の特殊所得（ストック・オプショ
ンにかかる雇用所得等）で、英国外
で課税対象とされていないもの

•

英国外の投資所得で、英国外で課
税対象とされていないもの

•

英国外のキャピタルゲインで、英国外
で課税対象とされてないもの

ミックスドファンド規則の緩和により、納税
者は実質的に、自分の口座から送金さ
れた財源の分析を、当該課税年度末ま
で遅らせることが可能となります。そして
その後はこの分析作業を年間ベースで
行うことができるようになります。

•

HMRCへの申告書の所定欄に記載
された口座であることが必要です。こ
れは確定申告書の提出時に行うこと
ができます。またその口座が適格口
座となった日付を明記することが必要
です。

これにより、英国に送金された資金の分
析は、ミックスドファンド規則の下での手
続きに比べて遥かに簡便化されました。
課税年毎に、リアルタイムで各取引を追
跡する必要がなくなります。

英国の当該課税年度における当該口座
（所得・ゲインが混合）の残高と、同年に
• 英国外の雇用所得で、英国外で課
その口座から英国に送金された金額が
税対象とされているもの
確定すれば、その二つの金額を比べ、
• 英国外の投資所得で、英国外で課
法律で定められた送金順序に従って、
税対象とされているもの
この緩和手続きの適用を受けるためには、 英国に送金された全資金の構成をまと
「適格口座」を持つ必要があります。
めて決定することができます。つまり、特
• 英国外のキャピタルゲインで、英国外
別ルールの適用によって必要な分析作
で課税対象とされているもの
適格口座とはどのような口座ですか？
業を最小限に抑えられます。また、その
• 英国ですでに課税されたものを含む、 適格口座は以下の条件を満たす必要が
分析作業を行うタイミングも、送金の度に
所得もしくは資本で、前述の8カテゴ
あります。
ではなく、課税年度末に一括して行うこと
リーに含まれないもの。 これには、英
ができます。
• 国外にある個人名義の「普通口座」
国居住前の雇用所得、投資所得、
であること。この場合の「国外」にはマ
キャピタルゲインなどの自己資金が
ン島、ガーンジー等、ジャージー島が 送金プランニング
含まれます。ミックスドファンドから英
含まれます。共同名義の口座でも構
送金にかかる英国税の発生リスクを制限
国あるいはその他の場所への送金・
いませんが、雇用所得を振込めるの
するためにプランニングは有効ですが、
支払い・トランスファが行われる度に、
はご本人だけです。
特に送金の前には早めにこれを行うこと
納税者はその財源を特定することが
が大切です。この分野でアドバイスをお
法律で義務付けられています。つまり、 • その口座に振込まれる雇用所得は、
求めの場合は、PwCのアドバイザーにご
送金などの取引が行われる直前に、
送金ベースで課税された英国、国外
連絡ください。
その口座残高がどういう性質の財源
両方の勤務日にかかる所得であるこ
から構成されているのかを、これまで
と。
適格口座がある場合でも、送金によって
の出入金を含めて把握する必要があ
英国に持ち込まれた所得あるいはゲイン
• その口座に雇用所得が最初に振込
ります。
の内分けを決定するために、法律で定め
まれた時点の残高が10ポンド以下で
られた送金順序の規定が適用されます。
課税対象外となる資本より先に、課税対
あること。
但し、これは送金の度にではなく、年間
象となる財源が送金されたとみなされま
• 過去に雇用所得（英国と英国外の勤
ベースで行われます。
す。従って、英国における不必要な課税
務日数に対応する所得から構成）の
を回避するためには、複数の銀行口座
また、2017年4月6日より英国政府が
振込みが一切なかった口座であるこ
を活用し、英国への送金の財源が明確
導入した新たな規定では、送金課税
と。
になるようにすることが重要です。
方式を選択して確定申告書を作成
した英国の非永住者（英国を出生
ミックスドファンド規則の緩和
により永住国とする方を除く）
国外勤務日数控除を申請する従業員に
は、英国外のオフショア銀行口座内
は厳格なミックス・ファンドルールを緩和
に保有する混合資金（Mixed
した特別ルール（特別ミックスドファンド・
funds）を「整理」することが可能
ファンドルール）が適用されます。
な2年（2017/18および2018/19課税
年度）の猶予期間が与えられます。
これにより、オフショア銀行口座
を再度見直し、混合資金部分をそ
れぞれの項目ごとに分けることが
できます。詳細については、弊所
アドバイザーにお問い合わせくだ
さい。
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補足III
課税期間中の居住形態分割ルールの
適用
課税年度の途中で英国に
到着した場合は、英国赴
任前も含めた全期間にわ
たって居住者であったと見
なされることがないよう、課
税期間中の居住形態分割
ルールの適用が可能かど
うかを検討する必要があり
ます。

ある課税年度中に居住者であったと見な
された場合、その課税年度全体にわたっ
て居住者であったと見なされます。１課
税年度の途中で英国に到着した場合は、
英国赴任前も含めた全期間にわたって
居住者であったと見なされないよう、課税
期間中の居住形態分割ルールの適用が
可能かどうかを検討する必要があります。
以下の5つの条件のうちいずれかを満た
すことができれば、課税期間中の居住形
英国で常勤就労を開始する場合
態を分割することができます。
(ケース 5)
唯一の自宅の所在地が英国となった場
英国で常勤就労を開始する場合は、課
合 (ケース 4)
税期間中の居住形態を分割することが
英国と外国に自宅があり、当該課税年度 できます。但し、以下の条件を満たす必
中のある時点で、唯一の自宅または複
要があります。
数の自宅の所在地が英国のみとなった
• 年間就労可能日数が365日あり、そ
場合。但し以下の条件を満たす必要が
の内、英国での週の就労時間の平均
あります。
が35時間であること。
• 当該課税年度の前年は非居住者で
• 英国での雇用期間に長期の勤務中
あった。
断 (significant break) がないこと。
• 当該課税年度のある時点で、唯一の
• 就労日数（３時間以上就労した労働
自宅あるいは複数の自宅の所在地
日）の75%以上が英国内であること。
が全て英国のみとなる。
•

当該課税年度の内、英国赴任前の
期間においては英国との関連要因が
なかった（補足Iを参照）。 4月6日より
課税年度中の居住形態が分割され
た時点までの期間については、英国
との関連要因テストにおける許容滞
在日数が按分計算されます。

•

国外勤務の終了 (ケース 6)
これは通常、国外で就労していたが、そ
の任務あるいは雇用が終結した場合に
あてはまります。但し、以下の条件を全て
満たす必要があります。
•
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唯一の自宅テストと同様に、英国との
関連要因の数と英国滞在日数が、当
該課税年度において、4月6日から居
住形態が分割された時点までの期間
の許容範囲を超えないこと。

過去5課税年度中、1課税年度以上
において、英国の税務上の居住者と
見なされていた。

•

前課税年度の居住ステータスが、国
外での常勤職就労条件を満たしたこ
とにより、非居住者であった。

•

国外常勤職（365日の期間中、国外
での週の就労時間の平均が35時間
以上の職）に就いていた。

•

雇用期間に長期の勤務中断
（significant break) がなかった。

•

英国での就労日が30日以下（期間に
応じて按分計算されるため、10月6日
に任務が終了した場合は15日以下）
であった。

•

英国滞在日数が90日以下（やはり常
勤任務の終了日によって按分計算）
であった。

パートナーの同伴者としての入国
(ケース 7)

さらに以下の二つの条件も満たさなけれ
ばなりません。

これらの条件を複数満たした場合はどう
なりますか？

•

前課税年度は非居住者であった。

•

英国での滞在日数が90日未満（再び
配偶者と暮らすために英国に入国し
た日か、その配偶者が国外での常勤
職勤務を終結した日に基づいて按分
計算）。

上記5つのシナリオ中の複数の条件が満
たされることはよくあります。条件が満た
された日付が課税年度中に散在する場
合は、予め定められた優先順位に従っ
て、どれが適用されるかが決まります。 こ
れに該当する場合は、税務アドバイザー
にご相談されることをお勧めしますが、優
先順位の決定方法は概ね以下のとおり
です。

英国で自宅を購入 (ケース 8)

英国に初入国した個人が、初めて英国
で自宅を購入した場合にあてはまります。 •
以下の条件を全て満たす必要がありま
す。
•

前課税年度において非居住者であ
た。

•

現課税年度中に英国で自宅を購入
し、翌課税年度全体にわたって自宅
の所有が継続すること。

英国に帰国あるいは移住したパートナー
との共同生活を継続するために帯同して
•
英国に入国する場合は、課税期間の分
割が可能です。この場合の分割は、再び
配偶者と暮らすために英国に入国した
日か、その配偶者が国外での常勤職勤
務を終結した日のどちらか遅い方の日付
に基づいて行われます。パートナーが居
住形態を課税期間中に分割した理由が、
国外就労の終結であることが必要です。

当該課税年度中の英国到着前の期
間に英国との関連要因が無かった
（補足Iを参照）。4月6日から課税期
間中の居住形態が分割された時点ま
での期間については、関連要因テス
トにおける滞在許容日数は按分計算
されます。

ケース6に該当する場合は、これが最
優先（ケース5がこれに先立って該当
した場合を除く）。

•

次にケース7が優先される（ケース5が
これに先立って該当されている場合
を除く）

•

ケース4、5、8のいずれか、またはそ
の全てがあてはまる場合は、日付の
上で最初にあてはまったケースが優
先される。

英国駐在員のための英国税制基本ガイド 33

補足 IV
英国との租税条約締結国
2017年12月時点：
•

アルバニア

•

アルジェリア

•

エジプト

•

コートジボワール

•

アンティグア・バーブーダ

•

エストニア

•

ジャマイカ

•

アルゼンチン

•

エチオピア

•

日本

•

アルメニア

•

フォークランド諸島

•

ジャージー島

•

オーストラリア

•

フェロー諸島

•

ヨルダン

•

オーストリア

•

フィジー

•

カザフスタン

•

アゼルバイジャン

•

フィンランド

•

ケニア

•

バーレーン

•

フランス

•

キリバスとツヴァル

•

バングラデシュ

•

ガンビア

•

コソボ

•

バルバドス

•

ジョージア

•

クウェート

•

ベラルーシ1

•

ドイツ

•

ラトビア

•

ベルギー

•

ガーナ

•

レソト

•

ベリーズ

•

ギリシャ

•

リビア

•

ボリビア

•

グレナダ

•

リヒテンシュタイン

•

ボスニア・ヘルツェゴビナ2

•

ガーンジー島

•

リトアニア

•

ボツワナ

•

ガイアナ

•

ルクセンブルグ

•

英領ヴァージン諸島

•

香港

•

マケドニア

•

ブルネイ

•

ハンガリー

•

マラウイ

•

ブルガリア

•

アイスランド

•

マレーシア

•

カナダ

•

インド

•

マルタ

•

ケイマン諸島

•

インドネシア

•

モーリシャス

•

チリ

•

アイルランド

•

メキシコ

•

中国

•

マン島

•

モルドバ

•

クロアチア2

•

イスラエル

•

モンゴル

•

キプロス

•

イタリア

•

モンテネグロ2

•

チェコ共和国

•

デンマーク

注記
1

旧ソビエト連邦諸国は、その構成各国との新規租税条約が導入されるまで、旧ソ連邦との租税条約が原則として適用されます。

2

旧ユーゴスラビア共和国の構成各国ついては、旧ユーゴスラビアとの条約が引き続き有効と見なされます。

3

スロバキア共和国については、旧チェコスロバキアとの条約が引き続き有効と見なされます。
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•

モントセラト島

•

ソロモン諸島

•

モロッコ

•

南アフリカ

•

ミャンマー

•

大韓民国

•

ナミビア

•

スペイン

•

オランダ

•

スリランカ

•

ニュージーランド

•

スーダン

•

ナイジェリア

•

スワジ島

•

ノルウェー

•

スウェーデン

•

オマーン

•

スイス

•

パキスタン

•

台湾

•

パナマ

•

タジキスタン

•

パプアニューギニア

•

タイ

•

フィリピン

•

トリニダード・トバゴ

•

ポーランド

•

チュニジア

•

ポルトガル

•

トルコ

•

ルーマニア

•

トルクメニスタン1

•

ロシア

•

アラブ首長国連邦

•

セントキッツ・ネイビス

•

ウガンダ

•

サウジアラビア

•

ウクライナ

•

セルビア2

•

ウルグアイ

•

シエラレオネ

•

米国

•

シンガポール

•

ウズベキスタン

•

スロバキア共和国3

•

ヴェネズエラ

•

スロベニア2

•

ベトナム

•

ユーゴスラビア

•

ザンビア

•

ジンバブエ
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補足V
社会保障制度の概要

社会保険料について本国での支払い義
務がなくなったり英国での支払い義務が
発生した場合、国民年金を含めた社会
保険の受給資格に影響を及ぼします。
英国において国民保険料（NIC）と呼ば
れる社会保険の支払い義務があるか否
かは、英国駐在中の雇用主、駐在派遣
元の国、駐在期間などの要因により異な
ります。また場合によっては国籍も関係し
てきます。 特に社会保険に関しては、
派遣元の国が以下のどのカテゴリーに属
するかが重要なポイントとなります。
•

EEA加盟諸国

•

英国と社会保障相互協定を締結して
いる国

•

24ヵ月未満（旧ルールでは12ヵ月未満）
の一時的な派遣の場合、本国にのみ社
会保険料を納めるだけで十分です。当
上に挙げたそれぞれの国々につき、どの
初の駐在予定期間が１年間延長された
ような取り扱いがなされているのかを以下
場合には、この免除期間もさらに12ヶ月
にまとめました。これは、英国外にある合
間の延長することが認められます。 この
法的な法人に雇用されている個人が、一
場合、本国の雇用主からフォームA1（旧
時的に英国で勤務している場合を想定
ルールではフォームE101）を入手し、英
しています。
国でのNIC負担免除を申請することにな
EEA加盟諸国
ります。
英国と社会保障相互協定を結んでい
ないその他の国々

EEAの国籍保持者に共通する基本原則
は、勤務地となる加盟国で社会保険料を
支払うというルールです。
EEA加盟国内へ赴任または派遣される労
働者に関する現行のEU規制は、通
常、EEA加盟国の国民および非EEA加盟
国の国民の両方に適用されます。しか
し、英国とデンマークはこの現行のEU規
制を批准していないため、非EEA加盟国
の国民が英国、デンマーク及びその他の
EEA加盟国に赴任・派遣される場合、ま
たは英国、デンマークおよびその他の
EEA加盟国から赴任・派遣される場合に
ついては、旧EU規制が引き続き適用され
ます。
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matters
36 Mobility

24ヵ月（旧ルールでは12/24ヵ月）を超え
る駐在に関しては、欧州内および加盟国
間の派遣に関する条項により、通常は最
高5年まで本国にのみ社会保険料を納
めるだけでよい免除措置が認められてい
ます。
英国との社会保障相互協定締結国
英国は、一時的に他国で勤務する駐在
員の社会保障問題に対応する目的で多
くの国々と協定を締結しています。

これらの協定の中には、相互便益だけを
規定し、保険料の支払いには触れてい
ないものもあります。保険料の支払いに
関する規定も含まれている場合は、それ
ぞれの協定が定めた一定期間（例えば
カナダ、米国の場合は5年間）は、通常、
本国での支払い継続（継続加入）が認め
られています。しかし、本国での継続加
入が認められるのは、駐在予定期間が、
赴任時に定められた最長期間を超えな
い場合のみとなっています。駐在期間が
定められた期限より長い場合、あるいは
期限を超えて延長された場合は、本国
での継続加入は打ち切られ、英国での
社会保障制度に加入することになります。
しかし一般的に、二ヶ国で二重の支払い
義務を負うことはありません。

Mobility matters

その他の諸国
EEA非加盟国で、英国との社会保障相
互協定を締結していない国から派遣され
ている場合で、英国に常態的居住してお
らず、一時的に英国で勤務するために
英国に入国した場合は、英国到着後52
週間を経過した時点から、雇用主、本人
共に、英国国民保険料第1種（クラス１）
の支払い義務が発生します。
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補足VI
社会保障相互協定締結国

EEA加盟国
オーストリア

フランス

リヒテンシュタイン

ルーマニア

ベルギー

ドイツ

リトアニア

スロバキア

ブルガリア

ギリシャ

ルクセンブルク

スロベニア

キプロス3 (トルコ領を除く)

ハンガリー

マルタ

スペイン

チェコ共和国

アイスランド

オランダ

スウェーデン

デンマーク1

アイルランド

ノルウェー

スイス2

エストニア

イタリア

ポーランド

英国 (ジブラルタルを含む）

フィンランド

ラトビア

ポルトガル

注記
1

現行のEU規制下では、通常、EEA加盟国間を移動する非EEA加盟国国民について適用されますが、英国とデンマークはこの現行EU規制を批准してい
ないため、非EEA加盟国国民が英国、デンマークおよびその他のEU加盟国内を移動する場合については、旧EU規制が引き続き適用されます。

2

スイスはEEAとEUの加盟国ではありませんが、EU社会保障相互協定を適用しています。

3

EU規則は、ギリシャ領キプロスに派遣、あるいはそこから派遣される駐在員にのみ適用されます。トルコはEU加盟国ではないため、トルコ領キプロスに派
遣、あるいはそこから派遣される駐在員には適用されません。しかし、英国とキプロス間の二国間協定はキプロス全土を対象としてます。

英国と社会保障相互協定を締結しているその他の諸国
バルバドス

マン島+1

マセドニア

大韓民国1

バミューダ

イスラエル

モーリシャス

セルビア

ボスニア・ヘルツェゴビナ

ジャマイカ

モンテネグロ

トルコ

カナダ

日本1

ニュージーランド2

米国

チリ

ジャージー島・ガーンジー島 フィリピン

クロアチア

注記
+1 Letters of administration.
1

日本および韓国とのDouble Contributions Conventionsは社会保障の受給資格に関する規定のみであり、社会保障の拠出負担については言及されて
いない。

2

受給資格に関する合意条項のみ
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英国と別個に医療協定を締結している国々
英国から以下の国々を訪問した場合、無料あるいは補助金による特別料金で緊急治療を受けることができます。

アンギラ

ジブラルタル

モンセラット

オーストラリア

マン島

モンテネグロ

ボスニアとマセドニア

ニュージーランド

セントヘレナ

イギリス領バージン諸島

ジャージー島

セルビア

タークス・カイコス諸島
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