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イノベーション所得控除が PID 制度に取って代わ

る 
 

OECD の BEPS 行動計画 5 の結論と EU レベルでの同様の議論を実践する

ために、ベルギーでは 2016 年 7 月 1 日よりパテント所得控除（PID）制度が

廃止されました。ただし、暫定的な既得権ルールとして 2021 年 6 月 30 日ま

で旧 PID 制度を利用できることを条件としています。（(2016 年 7 月 12 日の

ニュースレター（英文）参照). 

 

ベルギー政府は、これまでの PID 制度を”IID（イノベーション・所得控除）”制

度に置き換えることを視野に入れて数カ月に渡って（プレドラフト）制度を準備

してきました。この IID 制度は OECD と EU 行動規範グループで合意された”

修正ネクサス・アプローチ”に沿ったものになっています。 

 

プレドラフト制度はまだ閣僚会議に提出されていないものの、新制度の主要

項目に関しては概ね合意されているようです。それでも、以下の概要は明ら

かにまだ更なる考察と今後の議論による変更の対象です。 

 

 

一般的な特徴 
新 IID の基本的な考え方はこれまでの PID 制度と類似しています。IID にお

いても適格知的財産権から生じる適格知的財産所得に対し特定の控除を付

与するものだからです。 

しかしながら、これまでの PID 制度と比較した場合、幾つかの大きな改定も

想定されています。 

 

適格知的財産権 
 

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/be/Documents/tax/TaxAlerts/RandDTaxAlerts/RD%20tax%20alert%20-%20Abolition%20of%20patent%20income%20deduction%20with%20grandfatherin.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/be/Documents/tax/TaxAlerts/RandDTaxAlerts/RD%20tax%20alert%20-%20Abolition%20of%20patent%20income%20deduction%20with%20grandfatherin.pdf


新 IID 制度において適格とされる知的財産権はこれまでの PID 制度と同じよ

うに、企業が所有者、共有者、用益権者、ライセンシー、もしくは、占有権保

有者であるパテントと補充的保護証明から成ります。 

 

しかしながら、適格知的財産権のリストは、拡大され以下の項目を含むと伝

えられています。 

 

• （EU 権に限定されるものではあるが）植物品種保護権

(“kwekersrechten / droits d’obtention végétales”)と希少医薬品に対す

る権利(“weesgeneesmiddelen / médicaments orphelins”)  

；2016 年 7 月 1 日から要求もしく取得され、企業が保有者、共有者、用

益権者、ライセンシー、もしくは占有権保有者である場合。 

• 2016 年 7 月 1 日以降に製造された著作権のあるソフトウェア（に加えて

二次的著作物の部品、もしくは、既存ソフトウェアの改造） 

 

同じく新たな点として、適格知的財産権が認められた後にしか適用されなか

った PID 制度とは対照的に、IID 制度では知的財産権の適用が要求された

時点から適用することができます。ただし、最終的に知的財産権が付与され

ない場合には、IID の（暫定）ベネフィットを返還しなければならないことは明

らかです。 

 

 

適格知的財産所得 
新 IID 制度が適用される所得は、恐らく以下の所得要素から構成されます。 

（１）ベルギーにおけるベルギーまたは外資企業の課税結果の一部である

（２）アームズレングスである 

 

• ライセンス料； 

• 製品／サービスの販売価格に組み込まれた知的財産所得； 

• 製造過程で組み込まれた知的財産所得；そして 

• 裁判結果、和解、保険契約に基づいて与えられる知的財産権侵害のため

の補償 

これは不確かではありますが、知的財産権譲渡により生じたキャピタル・ゲイ

ンもまた、特定の条件下では、今後の IID 制度からのベネフィットがあると考

えられています。 

定量化と申請 
これまでの PID 制度と比較して最も顕著な変化は、控除の定量化に関する

ものです。IID 制度下では、控除は OECD と EU において合意された“修正ネ

クサス・アプローチ”と足並みを揃えることになり、以下の三つのステップを踏

んで計算されます： 

 

• 適格知的財産所得の計算； 

• “修正ネクサス”分数の適用 

• その結果の IID 料率での乗法 

 

IID の額は、課税所得から控除の対象になります。PID 制度に反して、超過

IID は将来の課税年に持ち越しが可能です。 

 

 

純所得アプローチ 

 

原則として総額ベースで適応される PID 制度とは異なり、IID 制度では適格

知的財産権に限った適格知的財産所得純額のみに適応されます。すなわ

ち： 

 

• 課税期間における適格知的財産権に関連した適格知的財産総収入 



マイナス 

• 課税期間中に費用とされ負担された総支出（定義については、下記を

参照） 

 

純所得は、原則的にそれぞれの適格知的財産権により別々に決定されなけ

ればなりません（しかしながら、これは幾つかの条件により、製品やサービス

のタイプやグループを基礎にしても決定されます）。 

 

まだ明らかにはされていませんが、IID 制度は以下を含むと言われていま

す。 

（１）” 権利回復禁止“ルール、すなわち、後に生じた純所得を IID に請求す

ることが可能になる前に、（例外を除いて）納税者に対して、まず 2016 年 6

月 30 日より後に終了する課税期間に計上された（適格知的財産権に割当

可能な）全ての全体支出を消費することを要求するルール 

（２）”ベンチレーション”ルール、すなわち、当年度の、もしくは、繰り越された

マイナスの知的財産純所得を他の適格知的財産権により取得した（正の）知

的財産純所得から控除するルール 

 

 

修正ネクサス分数 

適格知的財産純所得の額は、以下の“修正ネクサス分数”により乗法計算さ

れなければならず、それはそれぞれの適格 IP 権利（もしくは、製品やサービ

スの種類やグループによっても別々に決定される）。： 

 

 

適格支出(A+B+C) 

-------------------------------------------- 

全体支出 (A+B+D+E-C) 

 

 

適格支出は、概して、以下の支出からなると定義されている： 

 

 

• 納税者の支出（A）; 

• 関連者以外の相手にアウトソースした際の納税者の支出（B）;そして 

• 関連者にアウトソースした際の納税者の支出(ただし、関連者が R&D をア

ウトソースし、マークアップなしにアウトソースに係ったコストを納税者に請

求する場合に限る)（C）。 

 

 

適格支出は、適格 IP 権に直接関連していなければならず、例えば支払利息

や不動産に関する費用は含みません。 

 

原則として、全体支出は以下を加えた適格支出と同じ費用から構成されま

す： 

 

• 適格知的財産権を得るためになされた納税者の支出（D）；それゆえにこ

の費用は上述の A の項目には含まれていない； 

• 関連者へのアウトソースにおける納税者の支出（E）、C の項目に挙げら

れている費用項目は除く 

 

“修正ネクサス分数”の目的は、適格支出と全体支出、特に 2016 年 6 月 30

日より後に終了する初めての税務年度から生じる費用の累積額がローリン

グ方式で計算されることです。適格支出は 30%まで引き上げられますが、全

体支出額は最大となります。 

 

”修正ネクサス分数”が -例外的な状況の結果として－納税者自身の R&D

活動による知的財産（もしくは製品のタイプやサービス）への付加価値を表さ



ない場合、納税者は、ルーリング・コミッションに対して、分数を逸脱する許可

を要求することができると言われています。 

 

 

IID レート 

純所得と”修正ネクサス分数”を計算した結果から得られる額は（旧 PID 制

度の 80%と比較して）90％控除の資格があると報告されています。 

 

 

トラッキングと追跡  
IID の定量化をサポートするために、納税者は知的財産権（もしくは製品のタ

イプやサービス）ごとに、適格知的財産所得の額、適格全体支出の額、、課

税目的のために控除された全体支出の額に関する文書を準備し保管しなけ

ればなりません。 

 

IID 申請をサポートするために、別の文書を申告書に追加する必要がありま

す。 

 

施行期日 
新 IID 制度は（遡及して）税務年 2016 年に申請されます（しかし早くとも 2016

年 7 月 1 日に終了する会計年度に限ります）。 

納税者は、既得権ルールの下、2021 年 6 月 30 日まで PID 制度を継続して

申請する資格があり、（2021 年 6 月 30 日までの期間）PID 制度と IID 制度の

どちらを申請するか選択する必要があります。この点に関し、政府はおそらく

この選択の後戻りは認めないでしょう。それゆえに、既得権のルール下、PID

制度申請を選択した納税者は、IID 制度に”スイッチバック”できません、そし

てまた逆も同様です。 

次のステップ 

新制度を（最終的に）年末までに採用することが目標です。 

 

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。 
 
• Renaud Hendricé, rhendricé@deloitte.com, +32 2 600 67 21 
• François Gevers, fgevers@deloitte.com, +32 2 600 65 10 
• Wim Eynatten, 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 
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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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