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法人税改正: クォ・ヴァディス(どこへ行くのか)?  
 

2016 年 4 月予算管理制度では、財務大臣に 2016 年 9 月末までにベルギー

の法人税（CIT）制度の改正代替案を提出することを要求しました。 

 

ベルギーの法人税率は 33,99%であり、名目上 EU 域内で最も高い法人税率

の国の一つです。実際の実効税率は、幾つかの重要なインセンティブ、もしく

は、「ニッチ」制度により、しばしば低くなります。 主に BEPS と様々な EU イ

ニシアティブ（構想）の結果、多くのそれらの制度はその魅力を失いました。 

 

改正は、税率低減を法人税制度の内の大半の「ニッチ」制度と他の代償法案

を廃止することで、資金を供給し予算中立を意図するものです。それに加え

て、制度そのものが出来る限り単純化される必要があります。 

 

草案は、当然変更が加えられ、政府内で正式に議論されることになります

が、法人税改正がどのような形になるのか方向づける手掛かりになります。 

 

税率削減 

大臣の草案骨子は、ベルギーの見出し法人税率を徐々にではありますが、

顕著に 33.99％から 2017 年には 28％、2018 年には 24％、2019 年には

20％に低減としています。 3%のクライシスサーチャージは、同 3 年間で段階

的に消滅します。 

 

これらの税率は、全ての法人税納税者に適用されます。それ故に今後、 中

小法人への減額率法案は廃止されます。(中小法人のための制度が廃止さ

れるまで 3 年間の移行期間を仮定)。しかしながら、（中小法人に該当する企

業には） 開始後、初めの 5 課税期間は特別税制が適用可能です。 

 



単純化 

税務簡素化の観点から、草案では幾つかの‘複雑な’税務と他の以下のよう

な税務上の障壁を削減するよう提案しています 

• ‘フェアネス・タックス’の廃止; 

• 多国籍企業の株式譲渡益に対する 0.412%の分離課税の廃止; 

• 受取配当金控除を 95%から 100%へ増加 

 

予算の中立性 

想定された税率低減と簡素化が予算中立フレームワーク内で実現できるよう

に草案では、様々な代償対策案が提案されています。これらの対策案は、

(1)法人税のベースの拡大、（２）配当の源泉税増加（３）幾つかの様々な対策

案、から構成されています。 

 

 

法人税ベースの拡大 

法人税のベースは、草案に従って、低減率に沿って 3 つの段階で拡大され

ます。以下の対策案等が検討されています： 

 

• みなし利息控除（NID）制度の廃止、しかし、税務年 2013 年より前から保

留されているみなし利息控除の繰越は引き続き可能； 

• 百万ユーロ、プラス 60%の繰り越し税務損失の控除の制限、 

1 申告年あたりの控除額の上限を課税所得 100 万ユーロかつ課税所得

の 60%とする； 

• 租税回避防止指令に沿って、利息の損金算入制限（特定の日付前に契

約される既得権ローン）； 

• 繰越投資控除の潜在的な既得権と共に、投資控除（ID）制度の段階的な

廃止（R&D 税額控除は、逆に継続）； 

• 税務償却ルール、とその他の影響するルールの改正と定率減価償却法

の廃止； 

• 経費の税務控除の可能性に関する一般的なルール改正と特定の損金不

算入費用の改正。 

 

 

配当金の源泉税 

法人税政策そのもの改正のほかに、大臣の草案では、源泉税の配当を

2017 年には、28％から 27%へ、2018 年には 29％、そして 2019 年には 30%と

徐々に率を増加させることを提案しています。 

 

その他の代償措置 

大臣の草案には、個人が法律上企業として事業を行うことを思いとどまらせ

るような対策案が含まれており、また（株式譲渡益課税拡大のような）他の対

策案も含まれています。 

 

 

次のステップ 

最終化された後、草案は政府の予算検討段階において、連立与党内で議論

されなければなりません。いつ、そして法人税改正がされるかどうかは現段

階では未定です。 

 



お問合せ  

 
本ニュースレターの内容についてお問い合わせ、国際税務・移転価格に関す

る全般的なご相談は、下記の日系企業担当ビジネスタックスコーディネータ

ーまでご連絡ください。 
 

• ウィム ・エイナッテン （ Wim Eynatten ） 法人税パートナー ：    

weynatten@deloitte.com, + 32 2 600 67 59 
 
 
ニュースレターに関する日本語でのお問い合わせ、配信先の追加、配信停

止等につきましては、以下のジャパンデスク担当者までご連絡ください。 

• 水越 徹 シニア・マネジャー 

tomizukoshi@deloitte.com, + 32 2 600 60 76 
 

• 水野 美有紀 シニア・マネジメントアシスタント 
 mimizuno@deloitte.com, + 32 600 6017 
 
 
以下の Deloitte のページもご覧ください: 

http://www.deloitte.com/be/tax 
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