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法人税改正アップデート情報
前回の法人税ニュースレターでは、ベルギーの法人税制度改正に関する財
務大臣の草案のハイライトに関してご案内しました。
その後、当初の草案はアップデートされたため、本ニュースレターでは幾つ
かの関連する改正点に関して手短にご案内します。修正された法人税改正
案は、今後政府内で詳細を検討されなければならず、現段階ではいずれも
最終段階であるとはみなされてはいません。

草案への変更点
先般、報道されたように、前回のデロイトのニュースレターに含んでおりまし
たいくつかの項目は文書から省かれ、また、他の項目は修正、もしくは追加
されました。
以前の草案と比較して、財務大臣の文書には、もはや次の項目が言及され
ていません：
• 源泉税の配当金 27%から 30%への段階的な上昇
• 個人に課される、いわゆる”実質的な株式保有”株式譲渡益課税の拡大
以下の政策は修正される見込みです：
• 標準法人税率は 2017 年に（28%ではなく）27%に引き下げられる；そして、
• 特定税務年度の課税所得に対する繰越欠損金の使用は、（100 万 EUR
かつ 60%ではなく）75 万 EUR かつ超過額の 40%に限定される
最後に、財務大臣の修正文書には以前の草案と比べ、以下のいくつかの新
たな政策が含まれています：

• キャピタルゲイン（完全）免税のための最低株式保有要件の導入；
• 追加人員を雇用することに対する新たな税額控除（35%）
• リスクや負担に対する特定の引当金の控除に対する制限

次のステップ
財務大臣の修正プランは、政府内における詳細な議論のベースになります。
そのため法人税改正の最終形は現段階では不明瞭です。
法人税改正案のアップデートは追加詳細情報を入手次第ご案内します。

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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