
— 2017年4月から19%、2020年
4月から17%に法人税率を減
税することの確認

— 利息の損金算入に関する新
ルールが2017年4月に施行さ
れる。一定の状況下では、利
息の損金算入はEBITDAの
30%に制限される

— 2017年4月からの繰越欠損金
の損金算入に関する改正の確
認。当期の利益が5百万ポンド
を越える場合には、繰越欠損
金の使用が50%に制限される。
グループリリーフとストリーミン
グルールの緩和

— 2017年4月から株式譲渡非課
税制度の投資要件の緩和

— 2017年6月から保険料税の標
準税率が12%に増加

— 法人税法上の英国収入が生じ
ている非居住会社を対象とす
る諮問

多国籍企業

— 自営業者に対する偽装報酬
ルールの延長。税金と社会保
障税が特定の期間内に支払わ
れていない限り、雇用者は税
金の軽減措置が適用されない

— リミテッドコストを持つ企業に関
して、2017年4月から、新税率
16.5%の導入に伴う均一税率
スキームの使用によるVAT回
避に関する取り締まり

— 2016年11月23日から電気自
動車のチャージングポイントに
関する初年度100%償却

— 2017年4月からファイバーイン
フラストラクチャー投資に関す
るビジネスレートの100%軽減

— 2017年4月から農村地域での
ビジネスレートの軽減措置を2
倍にして100%にする

— 2018年4月から、北アイルラン
ドで取引している全ての中小企
業が便益を享受することができ
る北アイルランド法人税制の延長

— 賃借人に報酬をチャージする
賃貸住宅仲介業者の禁止

— 課税最低限度額を2017年4月
から11,500ポンドに上げ、
2020年までに12,500ポンドに
上げることを約束。2020年4月
からは当該限度額を物価にス
ライドさせる計画

— 2020年までに高税率の課税最
低額を50,000ポンドに上げる
約束

— 2016年12月から施行された新
しい従業員株主地位協定の税
の優遇措置の廃止と次の法的
な機会でのそれ自身の地位の
廃止

— 非定住タックスのステイタスの
改正

— 以前に公表されたように2017
年4月から、英国相続税の対象
となる非定住者によって間接的
に保有される英国居住用財産

— 2017年4月から、掛金支給額
を毎年4,000ポンドに減額する
協議

個人

— 2017年4月より、経済的利益
供与による税制上の優遇措置
が認められるものは、年金拠
出金・チャイルドケアバウ
チャー・超低排出自動車および
自転車通勤スキームに限られる

— 公共部門における、雇用者で
ない者への支払いに関する
ルールが変更され、正しい納
税を行う義務が支払いを行う
公共部門が負う事となる

— 最低生活水準賃金が時給7.5
ポンドに2017年4月より増額する

— 2017年4月から国民保険料
（NIC) の雇用者負担分と従業
員負担分のそれぞれの上限額
が統一される

— 諮問の結果を受けて、経済的
利益供与に関する雇用者所得
税負担に関する手続きが2018
年4月より簡素化される

給与源泉税関系中小企業KPMG コメント

“右記は新しい財務

相が公表した秋期
財政報告書の要約
です。彼は企業が
多くの不確実性と
変化に直面してい
ることを考慮し
て、多くの税法改
正項目を公表する
ことを避けました”

Hiroaki Sugiura
Partner, Head of GJP EMA

T: +44 (0)20 7311 2911
E: hiroaki.sugiura@kpmg.co.uk

For further information visit: www.kpmg.com/uk/autumnstatement 
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— Confirmation of the 
reduction in the rate of 
corporation tax to 19% from 
April 2017 and 17% from 
April 2020

— New rules on interest 
deductions will be 
implemented from April 
2017. In certain 
circumstances relief on 
interest could be restricted 
to 30% of EBITDA

— Confirmation of the changes 
to loss relief from April 2017. 
A 50% restriction for brought 
forward losses where 
current year profits are 
above £5m and relaxation of 
the group relief and 
streaming rules 

— Relaxation of investing 
conditions for substantial 
shareholdings exemption 
from April 2017

— Increase in the standard rate 
of Insurance Premium Tax to 
12% from June 2017

— Consultation on subjecting 
non-resident companies 
receiving UK income to the 
corporation tax regime

Multinationals

— Extension of the disguised 
remuneration rules to self 
employed individuals. 
Employers will also be 
denied tax relief unless tax 
and NICs are paid within a 
specified period

— Crackdown on VAT 
avoidance through the use of 
the flat rate scheme through 
the introduction of a new 
16.5% rate from April 2017 
for businesses with limited 
costs

— 100% first year allowances 
on charging points for 
electric vehicles from 23 
November 2016

— 100% business rates relief 
for fibre infrastructure 
investment from April 2017

— Doubling business rates 
relief in rural areas to 100% 
from April 2017 

— Extension of the Northern 
Ireland corporation tax 
regime to ensure all SMEs 
trading in Northern Ireland 
can benefit from April 2018

— Ban on letting agents 
charging fees to tenants

— Commitment to raise the 
personal allowance to 
£11,500 from April 2017 and 
£12,500 by 2020. Plan to 
index link the allowance from 
April 2020

— Commitment to raise the 
higher rate tax threshold to 
£50,000 by 2020

— Abolition of the tax 
advantages of new 
employee shareholder status 
arrangements implemented 
from December 2016 and 
removal of the status itself at 
the next legislative 
opportunity

— Non domiciled tax status 
changes to go ahead

— UK residential property held 
indirectly by non domiciled 
individuals to be subject to 
UK inheritance tax from April 
2017 as previously 
announced

— Consultation on reducing the 
money purchase annual 
allowance to £4,000 per 
annum from April 2017

Individuals

— The range of options 
available for salary sacrifice 
will be restricted to pension 
contributions, childcare 
vouchers, ultra low emission 
vehicles and cycle to work 
schemes from April 2017

— Following consultation the 
off-payroll working rules in 
the public sector will be 
reformed from April 2017. 
Responsibility for paying the 
correct tax will be moved to 
the public body paying the 
worker’s company

— Increase in National Living 
Wage to £7.50 from April 
2017

— The thresholds for 
employee’s and employer’s 
NICs will be aligned from 
April 2017

— Following consultation the 
PAYE settlement agreement 
process will be simplified, 
with the measures due to 
take effect from April 2018

EmployersSMEsKPMG Comment

“Keep calm and 
carry on! This 
sums up the new 
Chancellor’s first 
and last Autumn 
Statement. He 
avoided the 
temptation to 
announce too 
many changes 
figuring that 
businesses face 
enough 
uncertainty and 
change.”

Sunil Bharadwa
Director – Reading

T: +44 (0)118 964 2145
E: sunil.bharadwa@kpmg.co.uk

Autumn Statement 2016 on a page

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of 
the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

© 2016 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 
The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International and other products and service names mentioned on the Site may be the registered trademarks or trademarks of KPMG International or KPMG LLP.

For further information visit: www.kpmg.com/uk/autumnstatement 


