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Amendment to Immigration Control Act
Introduces New Visa Categories
As of April 1, 2019, most provisions of the “Immigration
Control and Refugee Recognition Act,” which was amended
in part on December 8, 2018, will take effect. The act
introduced two new visa categories: “Specified Skills
(tokutei-ginou) 1” and “Specified Skills 2.”
According to the amended act and the basic policy approved
by the Cabinet, the new visa categories are intended for
foreign workers in 14 industrial sectors including automobile
maintenance, foods and drink manufacturing, food and
banqueting, nursing and hospitality. An operation policy has
been established for each industrial sector. The Specified
Skills 1 category applies to workers “with a considerable
degree of knowledge or experience” in specified areas, while
the Specified Skills 2 category is for those with “seasoned
skills” in these sectors. Specified Skills 1 workers will be
granted a total stay of up to five years in Japan and will
generally not be allowed to bring their spouse or children,
while Specified Skills 2 workers may renew their period of
stay without restrictions and may bring their spouse and
children as long as they satisfy certain legal requirements.
While this may provide additional labor options for the
applicable industrial sectors, it will require further attention
to the potential new obligations of hiring foreign workers
under the new visa categories.
Cabinet Approves Japan’s 2019 Tax Reform
Tax
Proposal
Labor

On December 21, 2018, the Japanese Cabinet approved the
2019 Tax Reform Proposal, which includes the following two
amendments in line with the OECD/G20 base erosion and
profit-shifting (“BEPS”) project proposals. These
amendments will take effect from April 1, 2020.
The earnings stripping rules currently state that if the amount
of net interest payable by a company to its affiliates exceeds
50 percent of certain adjusted income and is not subject to
Japanese tax, the excess amount is not deductible for
Japanese tax purposes. Following the amendment, the net
interest subject to the rules will not be limited to the amount
payable to affiliates, and the nondeductible amount will be
increased to the excess of net interest over 20 percent of
adjusted income.
The transfer-pricing rules will be amended such that the
discounted cash flow method will be authorized as a transferpricing method. Also, with respect to certain hard-to-value
intangibles, if there are differences between the ex ante
projections used in evaluating the intangibles and the ex post
results, the Japanese tax authorities will be authorized to
reevaluate the price and correct the tax amount accordingly
taking into account such ex post results unless the reevaluated
price does not differ from the original price by more than 20
percent.
These developments should be considered carefully and may
warrant reconsideration of your financing strategy and intergroup transactions.

General
Agency Publishes Results of Public Comment and Plan of Additional Revision of Japanese Renewable Energy Act: On
December 5, 2018, the Agency for Natural Resources and Energy published the results of its public comment process regarding the Draft
Ministerial Order on Partial Revision of Ordinance for Enforcement of Act on Special Measures Concerning Procurement of Electricity from
Renewable Energy Sources by Electricity Utilities (“Proposal”) (See the November 2018 issue of this newsletter). In addition, it published its plan
for revising the Proposal (“Revision Plan”). Due to the overwhelming number of objections to the initial Proposal, the Revision Plan proposes
granting grace periods to certain projects depending on their size and complexity of development (e.g., granting a six-month grace period for
projects of not less than 2 MW, and a one-year grace period for projects subject to a statutory environment impact assessment). We expect that
the Proposal will be finalized in the near future and recommend that interested parties continue to follow the situation closely.
General
Government Issues Governmental Agreement on Procurement of IT Products: On December 10, 2018, the Japanese
government disclosed a Governmental Agreement on Policy and Measures regarding Governmental Procurement of IT Products and Services
(“Agreement”), which will take effect on or after April 1, 2019. According to the Agreement, in order to enhance cybersecurity the Japanese
government will take certain measures with respect to its procurement of IT products and services. While the Japanese government did not mention
any specific companies or products as targets of the Agreement, it was published shortly after the U.S. government proposed a new regulation
targeting specific Chinese companies’ products and it has been reported that the same Chinese companies’ products will be restricted under the
Agreement.
General
TPP 11 and TPP Relevant Arrangement Act Come into Force: On December 30, 2018, the Comprehensive and Progressive
Agreement for the Trans-Pacific Partnership (“TPP 11”) (see the May 2018 issue of this newsletter) and the Act on Arrangement of Relevant
Acts Incidental to Conclusion of the Trans-Pacific Partnership (“TPP Relevant Arrangement Act”), which provides for the relevant domestic acts
to implement the TPP 11, came into force.
General
Diet Approves Japan-EU EPA: On December 8, 2018, the Diet approved the Economic Partnership Agreement between Japan
and the European Union (“Japan-EU EPA”; for details, please see August 2018 issue of this newsletter). As the European Parliament has also
completed the ratification procedures, the Japan-EU EPA will come into force on February 1, 2019.
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出入国管理法改正による新たな在留資格の
創設

Tax

平成 31 年度税制改正大綱（国際課税）の
概要

平成 30 年 12 月 8 日、出入国管理及び難民認定法及び
法務省設置法の一部を改正する法律が成立しました。
一部の規定を除き、平成 31 年 4 月 1 日に施行されます。
主な改正内容は、新たな在留資格である「特定技能 1 号」
及び「特定技能 2 号」の創設です。具体的な運用の方針
は、政府により閣議決定された基本方針等に示されて
います。

平成 30 年 12 月 21 日、平成 31 年度税制改正の大綱が
閣議決定されました。国際課税の分野においては、
OECD／G20 が主導する課税逃れ防止のためのプロジェ
クト（BEPS プロジェクト）の提言を受けた以下の改正
が行われる見込みです。

対象分野の事業者にとっては人材確保の新たな選択
肢となりますが、新たな制度であるため受け入れに伴
う負担や準備も含め実務の動向に注視する必要があり
ます。

事業者においては、これらの改正を踏まえ、今後の
財務戦略や関連者間取引の条件等を見直す必要があり
ます。

(1) 現行の過大支払利子税制は、国内で課税されない
関連者純支払利子等の額が調整所得金額の 50％を超え
「特定技能 1 号」は特定の分野に属する相当程度の知 る場合に、その超える部分の金額を当期の損金の額に
識又は経験を要する技能を要する業務、「特定技能 2 号」 算入しない制度です。本改正により、平成 32 年 4 月 1
は同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事す 日から、①対象純支払利子等の額が関連者に係るもの
る外国人向けの在留資格です。「特定技能 1 号」での在 に限定されず、②損金不算入額が調整所得金額の 20％
留期間は通算で 5 年を超えることができず、かつ、対象 を超える金額に拡大されるなど、制度が強化される予
となる外国人の配偶者及び子には基本的に在留資格が 定です。
付与されませんが、「特定技能 2 号」での在留には在留
(2) 移転価格税制に関して、平成 32 年 4 月 1 日から、
期間更新回数の制限がなく、かつ、要件が満たされれ
以下の改正が行われます。①独立企業間価格の算定方
ば対象となる外国人の配偶者及び子に在留資格が付与
法に DCF 法が追加されます。②一定の評価困難な無形
されます。
資産に係る取引に関して、独立企業間価格算定の基礎
特定技能の在留資格による外国人の受け入れは、自 となる予測と結果が相違した場合に、税務署長が、当
動車整備、飲食料品製造、外食業、介護、宿泊等の 14 該結果等も勘案して更正等をすることができることと
分野に限定されており、各分野において受入れ見込み なる予定です。ただし、当初取引価格との相違が 20％
数等を定めた分野別運用方針が策定されています。
を超えていない場合はこの限りではありません。

General
再エネ法施行規則改正案に関する意見公募手続結果及び同結果を踏まえた修正方針の公表 平成 30 年 12 月 5 日、
資源エネルギー庁は、再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案等に関する意見公募
手続（2018 年 11 月号参照）の結果及び同結果を踏まえた省令案の修正方針を公表しました。従前の改正案に対する多くの反対の
声を踏まえて、今回の修正方針では、案件の規模や開発難易度に応じて、一定の猶予期間（例えば、認定出力 2MW 以上の案件
については 6 か月程度の猶予期間、環境アセスメント対象案件については、1 年程度の猶予期間など）が設定されることとなり
ました。具体的な省令の内容については今後公表される予定であり、引き続き動向を注視する必要があります。
General
IT 調達に係る政府調達の調達方針及び調達手続に関する申合せ 平成 30 年 12 月 10 日、日本政府は、「IT 調達に
係る国の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」を公表し、サイバーセキュリティ対策をより向上させる観点
から、情報システム等に関する調達の基本的な方針及び手続について必要な措置を講じることを申し合わせ、これを平成 31 年 4
月 1 日以降に適用する旨公表しました。日本政府は特定の企業や製品を対象とするものであることを言明しておりませんが、こ
の申し合わせは米国による特定の中国企業製品に対する排除措置に追従するものであり、当該中国企業製品が日本でも政府調達
の対象から排除される可能性が高い、と報道されています。具体的な措置の内容について引き続き注視する必要があります。
General
TPP11 及び TPP 協定整備法の発効 平成 30 年 12 月 30 日、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進
的な協定（TPP11）が発効しました（2018 年 5 月号参照）。これに伴い、同協定の関連国内法規定の整備について定める環太平
洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律（TPP 協定整備法）も同日に発効しております。
General
日欧 EPA の国会承認 平成 30 年 12 月 8 日、国会において、「経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協
定」（2018 年 8 月号参照。以下「日欧 EPA」といいます。）の締結が承認されました。欧州議会による批准手続きも既に完了して
おり、これにより、日欧 EPA は、平成 31 年 2 月 1 日付で発効することになります。
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