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Proposed Revision to Japanese Renewable
Energy Act Would Have Major Industry
Impact
On October 22, 2018, the Agency for Natural Resources and
Energy ("Agency") published an "Overview on 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"). The Proposal was
subject to public comment through November 21, 2018.
General

Under the Proposal, the feed-in-tariff (or FIT) price for
certain projects will reset to the current FIT price, which is
significantly lower than the legacy rates, unless the
applicable utility accepts an interconnection construction
application ("Application") from the developer by April 1,
2019. Affected projects include those originally certified on
or prior to March 31, 2015, and solar power for which the
interconnection agreement between the developer and the
applicable utility was executed on or prior to July 31, 2016
("Targeted Projects"). The Proposal indicates that in order for
the utilities to accept the Application by this date, the
developer would need to submit the Application by the end
of January 2018.

Although the Proposal did not include detailed information
on the newly introduced Application, the Proposal suggests
that the developer must satisfy certain conditions prior to
submitting the Application, such as: (i) securing use of the
relevant land; (ii) obtaining necessary approvals for
development and implementation of the project (including
those for forest development and diversion of agricultural
land); and (iii) completing an environmental impact
assessment, if required. Furthermore, the developer may not
make changes after the submission of the Application in
respect of the approved projects.
Since it will be difficult for many developers to satisfy these
conditions in such a short time frame, the Proposal, if enacted,
would result in drastically lower FIT prices for many of the
Targeted Projects. It would also greatly impact not only the
developers, but also suppliers, investors, and lenders, among
other stakeholders in the solar power industry.
In the near future, the Agency will likely publish the results
of the public comment session and a revised draft of the
ordinance. All stakeholders are encouraged to pay close
attention to this issue as it develops.

Tax
Supreme Court Judgment on Notification of Withholding Tax Payment on Employment Income: On
September 25, 2018, the Third Petty Bench of the Supreme Court overruled the lower court's decision in a case challenging a
notification of payment concerning withholding tax on employment income. While the original court had dismissed the taxpayer's
assertion of nullification by a mistake in an element of the underlying act (cancellation of debt) after the statutory due date, the court
held that there is no reason for the taxpayer to be barred from asserting the mistake after the expiration of the statutory due date.
Although the Supreme Court dismissed the appeal because the appellant did not allege loss of any economic benefit resulting from
the cancellation of debt as a result of nullification, this decision paves the way for a litigant to challenge a notification of tax payment
by alleging a mistake after the statutory due date. It should be noted, however, that a concurring opinion emphasizing the importance
of careful consideration of all specific facts where reversal of taxation is sought due to nullification because of a mistake implies
that it will remain difficult to reverse taxation for that reason.
Tax

MLI Comes into Force: The "Multilateral Convention to Implement Tax Treaty-Related Measures to Prevent Base
Erosion and Profit Shifting" ("MLI"), as discussed in the July 2017 issue of this newsletter, will take effect in Japan on January 1,
2019. The MLI modifies the application of certain tax treaties among jurisdictions that are parties to the MLI, where both
jurisdictions have designated that the same treaty be covered and the MLI comes into force in both jurisdictions. On or after January
1, 2019, the MLI will apply to tax treaties to which Japan is a party when the above-mentioned requirements are satisfied.
Corp.
METI Revises Practical Guidelines for Corporate Governance Systems: On September 28, 2018, the Ministry
of Economy, Trade and Industry of Japan ("METI") revised the Practical Guidelines for Corporate Governance Systems ("CGS
Guidelines"). The CGS Guidelines provide guidance on corporate governance and summarize practical matters companies should
consider when implementing principals provided under the Corporate Governance Code adopted by the Tokyo Stock Exchange
("CG Code"). In light of revisions to the CG Code in June 2018, as described in the July 2018 issue of this newsletter, the revised
CGS Guidelines have restated the importance of ensuring objectivity and transparency with respect to the appointments of president
and CEO and the related succession plans. It is important for listed companies and their investors to understand not only the CG
Code but also the CGS Guidelines.
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は現時点では明らかでありません。しかし、少なくと
も、①土地の使用の権原が現に得られている（地権者
等との調整が全て整っている）こと、②林地開発、農
資源エネルギー庁は、平成 30 年 10 月 22 日、電気事 地転用等の事業の開発・実施に必要となる許認可が現
業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特 に得られていること、③条例による環境アセスメント
別措置法施行規則の一部を改正する省令案（以下「本 が必要な場合は、そのプロセスが終了していること、
改正案」といいます。）の概要を公表し、同年 11 月 21 ④申込み以降、認定計画に変更が生じないことといっ
日までの間、本改正案について意見公募を行いました。 た前提条件が満たされない限り申込みができない旨が
本改正案によって明らかにされています。
本改正案によると、平成 27 年 3 月 31 日以前に認定
上記前提条件を短期間で充足することは困難である
を受け、平成 28 年 7 月 31 日以前に接続契約が締結さ
ため、本改正案通りに改正が行われた場合、対象案件
れた太陽光発電案件（以下「対象案件」といいます。）
について、平成 31 年 4 月 1 日より前に系統連系工事着 のうち多数の案件について調達価格が大幅に引き下げ
工申込みを行い、かつ同日までに同申込が電力会社に られることになる見込みです。そのため、当該案件を
受領されない限り、同案件に適用される調達価格が、 進める事業者のみでなく、当該案件の開発関連事業者、
平成 29 年度以降の調達価格へ変更されることとなりま 当該案件への資金提供者に対する影響は重大なものと
す。なお、現時点では、平成 31 年 4 月 1 日より前に、 なる見込みです。
電力会社による上記受領が行われるためには、事業者
今後、資源エネルギー庁において、意見公募の結果
は、平成 31 年 1 月下旬頃までに同申込みを提出する必 及びそれを踏まえた改正省令を公表することが見込ま
要があるとされています。
れており、各事業者は今後の改正動向を注視する必要
系統連系工事着工申込みは本改正案において新たに があります。
General

再生可能エネルギー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

導入された申込様式であり、その内容の詳細について
Tax
給与所得に係る源泉所得税の納税告知処分に関する最高裁判決 最高裁判所（第三小法廷）は、平成 30 年
9 月 25 日、給与所得に係る源泉所得税の納税告知処分等が争われた事案において、法定納期限の経過後に原因行為（債務
免除）につき錯誤無効を主張することは許されないとした原審の判断を是認せず、法定納期限が経過したという一事をも
って、当該行為の錯誤無効を主張してその適否を争うことが許されないとする理由はないと判示しました。但し、上告人
は当該債務免除により生じた経済的成果が錯誤無効であることに起因して失われた旨の主張をしていないとして、結論と
しては原審の判断を是認し、上告を棄却しています。本判決は、法定納期限経過後に錯誤無効を主張することで納税告知
処分等を争う余地を残したという意味で注目すべき判決ですが、一般に課税処分等の適否を争う訴訟において錯誤無効が
主張された場合には、具体的な事実に基づいた慎重な検討が必要であるという補足意見も述べられており、錯誤無効を理
由とする課税処分の取消しが依然容易ではないことに留意する必要があります。
Tax

BEPS 防止措置実施条約が発効 2017 年 7 月号で取り上げた「税源浸食及び利益移転を防止するための租税
条約関連措置を実施するための多数国間条約」（以下「本条約」といいます。）が、我が国について、平成 31 年 1 月 1 日
に発効します。本条約は、各租税条約の両締約国が、その租税条約を本条約の対象とすることを選択し、かつ、本条約が
両締約国について発効している場合に、その租税条約について適用されるため、平成 31 年 1 月 1 日以後、日本が締約国で
あり当該条件を満たす租税条約について、順次適用されることになります。
Corp.
コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針の改訂 平成 30 年 9 月 28 日、経済産業省は「コー
ポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針」（以下「CGS ガイドライン」といいます。）を改訂しました。CGS
ガイドラインは、経済産業省が策定したコーポレートガバナンスの実務に関する指針であり、東京証券取引所が策定した
コーポレートガバナンス・コード（以下「CG コード」といいます。）に示された原則を企業が実践するに当たって実務
上検討すべき事項等を取りまとめたものです。今回の改訂においては、本年 6 月の CG コードの改訂（2018 年 7 月号参照）
等を踏まえ、社長・CEO の指名及び後継者計画における客観性・透明性の確保に関する記載についての修正等が行われて
います。上場企業及び当該上場企業に対する投資を行っている投資家等においては、CG コードのみならず、CGS ガイド
ラインの内容についても理解しておくことが重要であると考えられます。
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