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General

Japan
Signs
Economic
Agreement with EU

Partnership

On July 17, 2018, Japan signed an Economic Partnership
Agreement (“Japan-EU EPA”) with the European Union (“EU”).
Once the Japan-EU EPA is implemented, 99 percent of EU
custom duties and 94 percent of Japanese customs duties will be
eliminated. The Japanese Ministry of Foreign Affairs estimates
that the Japan-EU EPA will increase Japan’s real GDP by
approximately 1 percent (approximately JPY5 trillion) and
employment by approximately 0.5 percent (approximately
290,000 jobs). According to press reports, Japan and the EU aim
to implement the Japan-EU EPA prior to the withdrawal of the
United Kingdom from the EU in March 2019 and both the Diet
of Japan and the European Parliament will soon begin necessary
domestic ratification procedures. Amid widening protectionist
movements worldwide, the signing of the Japan-EU EPA,
following the signing of the TPP11 (please see the May 2018
issue and July 2018 issue of this newsletter), demonstrates the
strong commitment of the Japanese government to develop free
trade systems centered on Japan. The Japan-EU EPA is expected
to increase trade between Japan and the EU, and thus businesses
should analyze the impact of the Japan-EU EPA on their
operations.
In addition, together with the Japan-EU EPA, Japan signed a
Strategic Partnership Agreement with the EU and its member
countries. Under this agreement, Japan and the EU and its
Member States will cooperate and coordinate on a wide range of

areas, such as economic and financial policies, based on the
principles of mutual respect, equal partnership and respect for
international law. The details of the cooperation will be
discussed by Japan and the EU in the future and attention should
be paid to these developments.
Final Agreement Reached to Establish
IP
Framework to Easily Transfer Personal Data
between Japan and EU
On July 17, 2018, the Personal Information Protection
Commission of Japan and the European Commission reached a
final agreement to establish a framework to easily transfer
personal data between Japan and the EU. They also decided to
complete the necessary procedures in each country to recognize
each other's personal data protection systems as equivalent by
the fall of 2018. At present, it is generally necessary to fulfill the
strict requirements of the Act on the Protection of Personal
Information in Japan or the General Data Protection Regulation
to transfer personal information between Japan and the EU.
Once the procedure has been completed in Japan and the EU,
transferring personal data between Japan and the EU will be
deemed to be equivalent to a domestic transfer, thus easing
transfer requirements. Since business between Japan and the EU
will likely increase thanks to the Japan-EU EPA (please see
"Japan Signs Economic Partnership Agreement with EU"
above), this final agreement will contribute to the development
of such business by reducing the requirements for transferring
personal data between Japan and the EU.

Tax

NTA Issues Guidance on Circular Notice on Amended Japanese CFC Rules On July 2, 2018, Japan’s National Tax
Agency (“NTA”) issued a guidance on the Partial Amendment of the Circular Notice on Special Taxation Measures Law (Corporation
Tax Part) (Circular Notice for Statutory Interpretation). The circular notice applies to Japanese controlled foreign corporation (“CFC”)
rules as amended by the 2018 Tax Reform (please see the December 2016/January 2017 issue of this newsletter). The July 2 guidance
sets forth the NTA’s explanation of the purpose of the circular notice. The NTA has already issued a Q&A concerning the amended
CFC rules on January 31, 2018 (please see the March 2018 issue of this newsletter). Japanese companies that have CFCs should be
prepared for the amendment of the CFC rules based on these guidelines.
General
Japan Enacts Act to Partially Amend the Health Promotion Act The Act to Partially Amend the Health Promotion
Act was enacted on July 18, 2018. The act will be come into force in stages, with full implementation by April 1, 2020. Under the act,
in order to prevent secondhand smoke, smoking is generally prohibited at facilities used by large numbers of people. Smoking will be
prohibited in schools, hospitals, aircraft, taxis, buses, etc. Further, smoking will be allowed only in smoking rooms in other facilities
used by a large number of people, restaurants, and passenger ships and trains. Finally, smoking will be allowable at a location only if a
sign is posted by the owner or manager. Companies that manage these types of facilities need to adjust their policies based on the type
of facility.
General
Act to Arrange Specified Integrated Resort Facilities Areas Enacted On July 20, 2018, the Act to Arrange Specified
Integrated Resort Facilities Areas was enacted and promulgated on July 27, 2018 (please see the June 2018 issue of this newsletter).
The act will come into force within three years of the date of promulgation.
General
Plea Bargain Used for the First Time in Japan A company publically announced the first case in which a plea bargain
was used. Plea bargains were introduced by the Amendment to the Code of Criminal Procedure (please see the June 2016 issue and
April 2018 issue of this newsletter). In this case, the company was notified by a whistleblower of its employees having bribed foreign
officials. The company reported the bribes to authorities, cooperated with the investigation, and eventually entered into a plea bargain.
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EU との経済連携協定への署名

平成 30 年 7 月 17 日、日本政府は、欧州連合（以下
「EU」といいます。）との間で「経済上の連携に関す
る日本国と欧州連合との間の協定」（以下「日欧 EPA」
といいます。）に署名しました。日欧 EPA が発効した
場合の関税撤廃率は、EU 側が 99%、日本側が 94%とさ
れており、外務省によれば、我が国にとって、実質
GDP を約 1%（約 5 兆円）押し上げ、雇用を約 0.5%（約
29 万人）増加させる経済効果があると見込まれていま
す。報道によれば、日本及び EU は、平成 31 年 3 月の
英国の EU 離脱より前に日欧 EPA を発効させることを
目指しており、今後、日本の国会及び欧州議会でそれ
ぞれ批准手続きに入る予定とのことです。日欧 EPA へ
の署名は、保護主義的な動きが世界で広がる中、TPP11
（2018 年 5 月号及び同年 7 月号参照）への署名に続き、
日本を中心とした自由貿易体制を発展させていきたい
との日本政府の姿勢の現れといえます。日欧 EPA によ
り、日本及び EU 間の貿易がより一層活発化することが
見込まれるため、各企業においては、日欧 EPA が自社
の事業に与える影響につき、予め分析しておくことが
望まれます。
なお、日本政府は、日欧 EPA と同時に、「日本国と
欧州連合及び欧州連合構成国との間の戦略的パートナ
ーシップ協定」にも署名しました。同協定は、日本と
EU 及び EU 構成国が相互尊重、平等なパートナーシッ

プ及び国際法の尊重の原則に基づいて、経済及び金融
政策等の様々な分野において協力又は調整等を行うこ
とを目的とするものであり（なお、具体的な協力の在
り方等は、今後、双方にて検討されます。）、こちら
も今後の動向に注視する必要があります。
IP

日欧相互間の円滑な個人データ移転を図る枠
組み構築に係る最終合意

平成 30 年 7 月 17 日、個人情報保護委員会と欧州委員
会は、日欧相互間の円滑な個人データ移転を図る枠組
みを構築することに最終合意すると共に、平成 30 年の
秋までに当該個人データ移転の枠組みを運用可能とす
るために、双方において、個人データ保護の制度が同
等であると認識するために必要な国内手続を完了させ
る旨合意しました。現在、日欧間の個人データの移転
は、日本の個人情報保護法及び EU の一般データ保護規
則（GDPR）の規定の適用上、それぞれ原則として域外
移転として扱われ、そのための要件を満たす必要があ
りますが、上記各国内手続が完了すれば、それぞれ域
内移転と同等に扱われ、要件が緩和されることになり
ます。今後、日欧間では日欧 EPA（上記「EU との経済
連携協定への署名」参照）に基づきビジネスが活発に
なることが予想されるところ、本合意は、日本及び EU
で活動する企業が従業員や顧客の情報を簡便に移転す
ることのできる枠組みを構築するものであり、日欧
EPA によるビジネスの拡大に資するものといえます。

Labor
外国子会社合算税制の改正に関する通達の趣旨説明 国税庁は、平成 30 年 7 月 2 日、「租税特別措置
法関係通達（法人税編）等の一部改正について」（法令解釈通達）の趣旨説明を公表しました。同通達は、平成 29
年度税制改正による外国子会社合算税制の改正（2016 年 12 月・2017 年 1 月合併号参照）に対応したものであり、今
般の趣旨説明は、国税庁がその趣旨やねらいを解説するものです。同改正については、国税庁が同年 1 月 31 日に公
表した Q&A もあり（2018 年 3 月号参照）、外国子会社を有する日本企業は、これらガイドラインの内容を踏まえ
て、上記改正に対応することが望まれます。
General
健康増進法の一部を改正する法律の成立 平成 30 年 7 月 18 日、健康増進法の一部を改正する法律が成
立しました。同法は、2020 年 4 月 1 日までに段階的に施行されます。同法は、望まない受動喫煙の防止のため、多
数の者が利用する施設等において、喫煙を原則として禁止し（学校、病院、航空機、旅客運送事業自動車等は全面
禁煙、それ以外の多数の者が利用する施設、旅客運送事業船舶・鉄道、飲食店等は喫煙専用室でのみ喫煙可）、喫
煙可とする場所には管理権限者による標識の掲示が必要とするものです。該当する施設を管理する企業は、施設の
形態に応じた対応が必要です。
General
特定複合観光施設区域整備法の成立 平成 30 年 7 月 20 日、特定複合観光施設区域整備法（2018 年 6 月
号参照）が成立し、同月 27 日に公布されました。同法は、公布の日から起算して 3 年以内に施行されます。
General
司法取引制度の適用について公表 改正刑事訴訟法による、いわゆる司法取引制度（2016 年 6 月号及
び 2018 年 4 月号参照）の初の適用事案が公表されました。当該事案は、内部通報により従業員による外国公務員に
対する贈賄事案が発覚したため、会社が自ら捜査機関に対し必要な協力を行った上で、捜査機関と司法取引を行う
ことにつき同意したというものです。
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