
ドイツ・英国での買収における賢明な
ストラクチャリング
執筆者：イェンス・ウヴェ・ヒンダー、トレバー・ジェイムズ

法人を通じた賢明な買収の基準とは

ドイツや英国の法人を買収するためにインバウンド投資のストラクチャリング
を行う際は、現地の事業体と株主双方に対する課税について考慮すべきであ
る。法人がドイツに投資を行う場合、ドイツの二国間租税条約ネットワークを活
用して税負担を最小限に抑えるべきであり、また、特に有利な条件でドイツと
租税条約を締結している第三国からの投資を可能にするために再編を行う方
法もあるかもしれない。

英国においては、外国人株主が税制上優遇されていることから、英国法人に
投資を行おうとする外国法人は、一般的に、簡便な措置により税負担を最小
限に抑えられるといえる。英国も、多数の国と二国間租税条約を締結してお
り、これによって多くの場合、配当源泉税が免除される。
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ドイツ及び英国における法人税負担とは

ドイツの居住法人には、事業者全体の所得に対して法人
税と地方税である営業税が課される。法人税率は現在
15.825%で、地方税である営業税の平均税率はおよそ
14%であり、この両方をあわせた税率は29.8%となって
いる。法人は、営業税の負担軽減を目的として営業税率
の低い地方自治体に移転しようとする場合もある。

税務上英国の居住法人である者には、全世界の所得に
対して法人税が課される。恒久的施設を通じて英国で事
業を行う非居住企業については、当該恒久的施設に帰
属する一切の利得が法人税の課税対象となる。法人税
率は現在20％であるが、2017年には19%、2020年には
18%に引き下げられる。

配当はどのように課税されるか

非居住法人株主がドイツ法人から受ける配当の源泉税
率は通常25%であるが、当該株主がドイツとの二国間租
税条約締結国の居住者であれば、ほとんどの場合、源
泉税率は15%に軽減される。一定の株式最低保有比率
が満たされている場合には、この税率が0～10%までさら
に軽減されることがある。株主がドイツ以外のEU加盟国
を拠点とする法人で、かつ、過去12カ月間にわたってドイ
ツ法人の株式の10%以上を保有している場合は、一般
的に源泉税は免除される。

英国では、非居住株主が内国法人から受ける配当には
源泉税は課されない。英国の居住法人の受取配当に対
する英国の法人税はほとんどの場合、英国の資本参加
免税制度により非課税となる。

法人株主の実態に関する資格要件はあるか

源泉徴収税の軽減資格を得るため、法人株主は、ドイツ
のアンチ・トリーティ・ショッピング規定を遵守するよう確
実を期さなければならない。当該規定では、このような
法人株主の株主も税の軽減の請求権を有する限度にお
いてのみ、税軽減措置を求めることができるとされてい
る。税の軽減措置は、非居住法人が、「能動的事業所得
（Active Business Income）」を生み出す限りにおいて、
又は非居住株主の介在に経済的その他の正当な理由
があり、株主が適切な事務用設備を備えて営業している
場合にも認められる可能性がある。

英国では、二国間租税条約ネットワークを利用しようとす
る納税者には、事業活動の実態を示すことが義務付けら
れている。いわゆるペーパーカンパニーは当該条約を利
用することができない。

キャピタルゲインはどのように課税されるか

ドイツでは、キャピタルゲインは課税対象である。ただし、
法人の株式譲渡益のうち95%は非課税である。株主が、
ドイツとの二国間租税条約の締結国の居住者であれば、

当該締結国は通常、キャピタルゲイン課税を行う権利を
有する。

この状況は英国と若干異なる。英国では、株主レベルの
キャピタルゲインは、実質的株式持分免税制度によって
非課税とすることができる。簡単にいえば、この免税制度
では、他社の株式を保有する会社は、法律で詳細に定め
られたいくつかの条件を遵守する限り、保有株式の譲渡
益は課税対象ではない。

概要

ドイツに投資する非居住法人は大抵、ドイツとの二国間
租税条約締結国を通じて投資することで、納税義務の軽
減を受けようとする。投資に先立ち、営業税の負担、資
金調達コストの税控除、取引後の節税効果のある移転
価格算定方法の確立、買収が既存の税務上の損失に与
える潜在的影響といった他の重要な要因についても検討
すべきである。

英国の状況の方が単純である。同国では、実質的株式
持分キャピタルゲイン課税免除制度に加え、外国法人宛
に支払う配当に係る源泉税が非課税であるため、外国投
資のストラクチャリングにあたって二国間租税条約を活
用する必要がないのである。

最近の動向
テクノロジー関連のM&Aリーダーは2016年は安定し
た年になると予想

当事務所とテクノロジー･マーケットの情報関連企業451 
Researchが行った2016年「M&A Leaders Survey」の結
果によれば、取引交渉担当者の大部分（76%）が、2016
年上半期のM&A関連支出はこれまでと変わらないか、
増加すると考えているということである。

M&Aのリーダーの大部分の見通しは明るいが、この楽
観的な見解も、昨年の調査結果と比較するとやや勢い
に欠ける。回答者の44%が2016年のテクノロジー関連
のM&Aは引き続き増加すると予想しているものの、これ
は、昨年同時期の調査でM&Aリーダーの48%が増加を
予想したのと比べると低くなっている。テクノロジー関連
取引の減少を予想する回答者の割合も、前年の16%か
ら24%に上昇している。

「M&A Leaders Survey」の重要な調査結果としてほかに
以下のものが挙げられる。

• ユニコーン企業は非上場のままであろう。エグジ
ット評価額は低下

回答者は、既存の「ユニコーン企業」（すなわち評
価額10億米ドル以上の非公開企業）の60%は、
今後1年で上場したり買収されたりすることはな

continued on page 3
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いだろうと考えている。上場するのはわずか14%
、買収されるのはたった18%、そして7%は閉鎖
されると予想する。回答者の約60%は、上場又
は買収が予想されるユニコーン企業は、直近の
資金調達ラウンドの評価額を下回ると予測して
いる。

•	 2016年のテクノロジー関連IPOの減少と後期資
金調達時の評価額の下落

M&Aリーダーの42％が、2016年のテクノロジー
関連IPOは減少すると予想している。また、28%
が市況は変化しないと予測し、29%が増加すると
考えている。2015年、複数の会社について公開
市場の評価額が非公開市場の評価額を下回っ
ていたのを受けて、回答者の70%は、2016年、
後期資金調達時のドル評価額は下落すると見込
んでいる。

調査結果の詳細については、こちらをご参照ください。

注目の取引
日立工機、ドイツの工具メーカーMetaboを買収

日立グループ関連会社の日立工機がドイツの電池式
工具メーカーのMetaboを買収。Metaboは1924年に設
立、1,800名の従業員を擁し、500以上の特許や実用
新案を保有している。2014年の売上は約374百万ユ
ーロ。建築用工具メーカーの日立工機は、投資会社の
Chequers Capital、Metabo経営陣及び創業者一族から
同社を買収した。この取引は現在関係競争当局の承認
待ちである。

Wincor Nixdorf、米競合先のDieboldと合併

ドイツのIT会社Wincor Nixdorfは、米国競合先の
Dieboldとの合併計画を発表した。この合併により、総売
上が約48億ユーロ、世界中の従業員総数が約25,000名
のグローバルなテクノロジーグループが誕生する。この
取引の価値は、約18億ユーロと見積もられているが、現
在関係競争当局の承認待ちである。

米半導体メーカーIntegrated Device 
Technology（IDT）、独ZMDIを買収

カリフォルニアを本拠とするNasdaq上場の半導体メーカ
ー、Integrated Device Technologyは、ドイツの株式会
社Zentrum Mikroelektronik Dresden（ZMDI）を307百
万米ドルで買収した。1961年創業のZMDIは、主に自動
車業界向けセンサーのメーカー。この取引は2015年12
月に完了し、IDTは高く評価されている車載及び産業分
野の事業を受け継ぐ。

Cisco、ドイツのデータ分析会社ParStreamを買収

米テクノロジー会社のCiscoは、ドイツのスタートアップ
会社ParStreamの買収計画を発表した。ParStreamは、
大量の情報・データを分析し、戦略的経営情報に生か
すためのデータベースを提供する会社。ParStreamは
各種ラウンドの資金調達を経て2008年に設立され、以
降、Khosla Ventures、Baker Capital及びTola Capital
など合計20社から出資を受ける。ParStreamは過去
に、Ciscoのスタートアッププログラム「Entrepreneurs in 
Residence（Cisco EIR）」を通じて既に支援を受けてい
たが、取引完了後はCiscoの分析・自動化製品事業に統
合される。本取引は2016年度の第二四半期に完了する
見込み。

TECH M&A LEADERS  
Predict Steady 2016

76% of respondents expect M&A 
spending to stay at the same level or 
increase during the next 6 months

60% will still 
be private or 
independent in 
one year

14% will 
have gone 
public

18% will 
have been 
acquired

7% will have 
shut down

Respondents believe that, of the existing unicorns*:

For unicorns expected to 
exit, 60% of respondents 
predict they will be valued 
below their most recent 
funding round. 

Respondents’ projection for tech 
IPO activity in 2016:

42% anticipate a decline 

28% expect the market to remain 
the same

29% expect an increase

When asked if and how August’s 
market turmoil could impact tech 
M&A activity:

47% of respondents expect no 
impact

29% say it could lead to a increase 
in activity

24% say it could lead to a 
decrease in activity

44% of respondents expect an increase in tech M&A activity in 2016 

48% predicted an increase one year ago

24% expect a decrease in tech M&A activity in 2016

16% predicted a decrease one year ago

THIS EDITION OF THE SURVEY HAD 151 PARTICIPANTS, DRAWING ON A BROAD CROSS-SECTION OF INDUSTRY DECISION-MAKERS:
Corporate and business 
development executives 28%

Investment bankers and 
financial advisers 39%

GCs and in-house 
counsel 10%

VC and private equity 
investors 6%

C-suite executives 14%

Optimistic on 
deal activity… 

Unicorns will remain private… …or exit with a 
lower value 

Tech IPOs and late stage 
funding to drop

Market turmoil not a 
major concern

…but slightly less bullish

Record Year in 2015 
TECH M&A SPENDING IN 2015 IS APPROACHING  
HALF A TRILLION DOLLARS IN AGGREGATE CONSIDERATION

+ +
= =
–

–

72% of respondents expect the dollar value of late-stage 
fundings to decrease in 2016

* Privately funded 
companies that 
are valued at more 
than $1 billion

http://www.mofo.com/~/media/Files/MoFoReport/2015/151102451Survey.pdf
http://www.mofo.com/generalcontent/resources/spotlightmandaleaderssurvey
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モリソン・フォースターは、優れた実績を誇る世界的な法律事務所です。クライアントには、大手のテクノロジー、メディア、ライフサイエンス関連企業、金融機関、投資銀行等が名を連ねて

います。American Lawyer誌のA-Listに過去12年間連続で選ばれただけでなく、Financial Times紙が米国の最も革新的な法律事務所トップ40で第6位に当事務所を選出しています。モリ

ソン・フォースターの弁護士はクライアントのために最良の結果を出すことに全力を注ぐ一方で、より強固な事務所となるべく各弁護士の個性を失わないよう配慮しています。

本ニュースレターは一般的なもので、ここに含まれる情報はあらゆる事案に適用されるものではなく、また個別の事案に対する具体的な法的アドバイスを提供するものでもありません。  

本ニュースレターに記載された見解は、モリソン・フォースター、当事務所の弁護士又は当事務所の顧客に帰属するものではありません。 本ニュースレターは、最近のM&A事情を対象とし

たものです。
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