
ブラジルの法人所得税法改正　
第2回



1

© 2015 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law 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. 

KPMG Insight  Vol. 11 / Mar. 2015

海外トピック⑤ − ブラジル

ブラジルの法人所得税法改正　第2回
KPMG ブラジル　サンパウロ事務所　

シニアマネジャー　赤澤　賢史

昨年10月に行われたブラジル大統領選挙において、主にブラジル北東部や労働
者層の支持を得て僅差にてジルマ・ルセフ大統領が再選を果たし、次の大統領
選挙までの4年間は既存の政治路線が継続されるものと考えられます。
また、昨年よりブラジルでは汚職防止法が施行され、より透明性の高い社会へ
の変革が期待されている最中にブラジルの国営石油会社における大規模汚職事
件が明るみになるなど、その道のりは簡単ではないようです。他にもサンパウ
ロ市とその周辺の深刻な水不足や低成長下での高インフレ状態の継続などの難
題も山積してはおりますが、約 2 億人の国民生活は生活スタイルの近代化の進
展等により、確実に変容を遂げており、その波をうまく取り込めるかどうかが
ブラジル・ビジネス成功の鍵でしょう。
さて、KPMG Insight Vol.8/Sep 2014に寄稿いたしました第1回に続き、ブラ
ジルの法人所得税法の改正のうち、税金調整取扱要領（RTT）の廃止、総収入
および純収入、および固定資産に係る処理に関する一般的規定につき、皆様方
の理解の一助となるべく、その法令の試訳を中心にしてその基本的な考え方を
解説します。
皆様方が個別案件等で実務において適用される場合には、必ず税務専門家への
相談が必要です。
なお、本文中の意見は、筆者の私見であることをお断りいたします。

 

【ポイント】
◦  既存の税金調整取扱要領（RTT）の廃止に伴う、配当金の処理の変更に留

意すべきである。
◦  総収入の概念の変更とそれに伴う「自己以外の勘定（Conta Alheia）」の把

握に留意すべきである。
◦  固定資産の減損会計に係る規定が追加されている。
◦  耐用年数の変更に伴う処理に留意すべきである。
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Ⅰ RTTの廃止

2014年5月14日に公表された法人所得税改正に関する法律
第12,973/2014号（以下「改正法」という）の目的は、2007年
以前の会計基準（旧会計基準）と、2008年から順次導入されて
いるIFRSをベースとした現行の会計基準（新会計基準）の並
存を許容していた従来の制度から、新会計基準のみの許容に
一本化すべく、法人所得税の規定を調整・適応させるもので
す。改正法適用以前の2013年まで適用されていた従来の制度
では、法律第11,941/2009号第37条または38条において、税
金調整取扱要領（Regime Tributário de Transição、以下「RTT」
という）が定められ、新会計基準に基づいた課税所得から旧会
計基準に基づいた課税所得への橋渡し役を担っていました。

このRTTの廃止では、RTTで調整されていた利益を元とす
る配当に対する処理が変更されています。具体的には、改正
法第72 ～ 74条および暫定措置627/2013号により、新会計基
準の適用状況に応じて図表1の取扱いとなります。

2008年以降も継続して旧会計基準を利用していた場合、
2014暦年度の決算にかかる配当を行う際には、計算された税

務上の利益に基づいてなした配当が、新会計基準で計算され
た会社法等に定める配当制限条項を超えていないかどうか、
注意する必要があります。

また、2008 ～ 2014暦年度にかかる関連会社および子会社
の純資産額に係る投資評価について、納税者は、改正法第74
条により新会計基準ベース、すなわち法律第6,404/1976号の
規定（以下「改正株式会社法」という）に準拠して投資評価計
算することができますが、2014暦年度についてのみ、早期適
用をしない場合には新会計基準ベースの投資評価計算を適用
できない点に留意する必要があります。

Ⅱ 総収入および純収入

改正法第2条では、法令第1,598/1977号の改正が図られ、同
法令第12条に定める総収入および純収入の定義も図表2のよ
うに改正されています。

なお、当該改正は、実質利益法における法人所得税の改正
のみならず、推定利益法および社会負担金（PIS/Cofins）にお
ける総収入の概念にも反映されます（改正法第6条本文および
第54条本文）。また、総収入には、非累積方式によって課せら
れる税、特に、買主、または単に受託するだけの条件による
財の売主またはそのサービスの提供者たる契約者からの税は
含まれません（法令第1,598/1977号第12条第4項）。
図表2に示すとおり、当該改正では、総収入の③および④、

純収入の④が新たに追加されています。
総収入の追加項目③につき、自己以外の勘定（“Conta 

Alheia”）における取引に該当すると見られる取引が認められる

図表1　RTT廃止に伴う配当金処理の変更

通常配当 利子配当

改正前 ■	 	源泉徴収不課税 ■	 	15％（タックス・ヘイブ
ン等に対しては25％）
の源泉徴収税

改正後 ✓	 	2008～2013暦年度
に対する新会計基準
ベースの利益からなさ
れた未払配当は源泉
徴収不課税。

✓	 	2014暦年度は、2014
年1月から改正法を選
択導入した場合に限
り、源泉不課税。

✓	 	2014 年1月から改正
法を選択しない納税者
による配当源泉税は受
領者に応じて以下の取
扱い

	 ➢		ブラジル居住の個人
	 	 ⇒		累進課税（7.5 ～

27.5％）
	 ➢		ブラジル所在の法人
	 	 ⇒		法 人 所 得 税お

よび 利 益 に対
する社会負担金
（CSLL）の合計で
34％（金融機関
等は40％）

	 ➢		ブラジル非居住者
	 	 ⇒		15％（低課税地

域居住者の場合
は25％）

✓	 	2008～2014 暦年度
に対する新会計基準
ベースの純資産による
利子配当計算の選択
が可能

図表2　総収入および純収入の定義

総収入 純収入

改正前 ①	 	自己の勘定における取
引による財の販売対価

および
②	 	サービスの提供に伴う
対価

総収入から、以下を控除
したもの
①	 	返品※および売上取消
②	 	無制限に与えられた値
引

③	 	売上に伴う税金

改正後 ①	 	自己の勘定における取
引による財の販売対価

②	 	一般的なサービスの提
供に伴う対価

③	 	自己以外の勘定におけ
る取引で稼得された成
果

④	 	上記①～③以外の法
人の主要な活動または
目的に伴う収入

総収入から以下を控除し
たもの
①	 	返品および売上取消
②	 	無制限に与えられた値
引

③	 	売上に伴う税金
④	 	総収入に関係し、改正
株式会社法第183 条
本文第Ⅷ号に定める、
現在価値への修正額

※以前は明記されておらず、改正法で明記された。
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場合には、その当否を検証するとともに、そこで稼得された
成果を、いかにして正確かつ適時に把握して申告し、その証
憑をどのように残すのか、といった課題を整理する必要があり
ます。総収入の追加項目④では、従来の定義よりも解釈が広
く取られていることから、従来総収入に算入していなかった収
入を有する場合には、その算入の当否を検討する必要があり
ます。

純収入の追加項目④は、新会計基準の導入に伴って現在価
値への修正額を純収入額に算入しないという定義を明確にし
たものですが、総収入には、改正株式会社法第183条本文第Ⅷ
号の取扱い（長期保有目的の資産に係る現在価値への修正）に
よる、現在価値の修正に伴う差額およびそれに付随する税額
も含まれる点には留意する必要があります（法令第1,598/1977
号第12条第5項）。

Ⅲ 固定資産に係る処理

1. 減損会計

改正法では、納税者が譲渡または減損を行う際に、回復可
能とみなされない資産については、資産の全額を減額する会
計処理がなされた場合に限り、実質利益法の計算上、損金と
して認識することができます（第32条本文）。

また、ある1つのキャッシュ・フロー生成単位を構成する資
産の譲渡または減損がなされた場合、実質利益法の計算にお
いて認識されるべき価額は、回収可能性テストが実施された
日における、当該資産とキャッシュ・フロー生成単位の資産合
計との会計上の価額の比率に比例していなければなりません

（同条単項）。

2. 有形固定資産の減価償却

改正法第40条では、有形固定資産の減価償却を定めた法律
第4,506/1964号第57条第1項において、課税計算上控除可能
な減価償却額は、必ずしも法定の償却率等によるのではなく、
IFRSの定めにより資産の取得価額に基づいた年間減価償却率
が適用されます。

なお、同条15項において、旧基準（同条第3項）に基づいて
計算された額よりも少ない額で納税者が記帳した減価償却額
については、その差額につき、取得価額内での減価償却（同条
第6項）に基づいていれば実質利益法における純利益から控除
することができます。その際、実質利益法での減価償却額の
累積合計額が、同条第6項の限度額に達した計算期間以降に記
帳された減価償却額は、実質利益法の計算における税引後利
益に加算する必要がある点に留意しなければなりません（同条
第16項）。

3. 無形資産の減価償却

改正法第41条では、非流動資産に無形資産として分類され
た権利の償却は、業務活動に関係しており（法律第9,249/1995
号第13条本文第Ⅲ号）、実質利益法を採用している場合には、
損金とみなされます。

技術開発投資に係る優遇税制（法律第11,196/2005号第17条
本文第Ⅰ号および第2項）に係る費用は、非流動資産に無形資
産として登録されている場合、同法第22条および24条の規定

（区分経理や税務局による認証の要求等）に従い、費用の発生
期間に応じて、実質利益法の計算から控除することができま
す（第42条）。

なお、この恩典を利用している場合、償却、譲渡および減
損を含む無形資産の費用化された価額は、実質利益法での純
利益に加算しなければなりません（同条単項）。

4. 非営業損失

改正法第43条では、有形固定資産、投資および無形資産に
属する財または権利の譲渡の結果生じた損失は、たとえ販売
の意思に基づいて流動資産へ振替えられたものであったとし
ても、次の税金計算期間における税金計算において、原則と
して、同一の性質を持つ利益からのみ相殺することが可能と
されています（同条本文）。

なお、当該規定は、たとえ後にスクラップとして売却される
としても、無価値になった、陳腐化した、あるいは利用しなく
なったために財または権利の切下げを行った結果生じた損失
等、いわゆる減損損失等に対しては、適用されない点にご留
意ください（同条単項）。

5. 撤去費用の見積り

改正法第45条では、有形固定資産の分解および撤去、また
は、それらが存する土地の原状回復に係る費用は、その事実
が発生した時にのみ損金処理することができることとされてい
ます（同条本文）。

これら費用に対する引当金を設定する場合には、減価償却、
減耗、譲渡および減損による場合を含む、有形固定資産に対す
る処理が行われた計算期間において、法人は実質利益法による 
税引後利益の調整を実施しなければなりません（同条第1項）。

なお、上記第1項およびその価額のアップ・デートに伴う引
当金の調整に係る項目は、実質利益の計算には算入されませ
ん（同条第2項）。

6. リース契約

改正法第46 ～ 49条では、リース取引について定めてい 
ます。
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税務上の取扱い（法律第6,099/1974号）に準拠しないリー
ス取引の場合、賃貸人たる法人は、実質利益の計算にあたり、
契約の有効期間にわたって、各リース料の金額に比例したリー
ス取引の売上として認識しなければなりません（第46条本文）。

（1）	第46条
法人は、必要に応じて、実質利益の計算のための税引後純

利益の調整を、法令で定める電子税務帳簿（法令第1,598/1977
号第8条本文第Ⅰ号）上で、行わなければなりません（第46条
第1項）。

本条の規定は、資産の所有権に関する、重要なリスクと固
有の便益が移転するリース取引についてのみ、適用されます

（同条第2項）。
本条の適用にあたり、リース契約価額、初期直接原価の合

計、および、リース資産の取得原価または建設費用との間の
差額の内容について、把握されていなければなりません（同条
第3項）。

なお、推定利益法または裁定利益法を用いて納税している
法人の場合、リース料の金額が、所得税計算の課税標準に算
入されなければなりません（同条第4項）。

（2）	第47条
借手たる法人の実質利益の計算には、生産または財・サー

ビスの商業化と本質的に関係を有する動産または不動産、お
よび、それに伴う財務費用も含んだ、関連するリース契約に
よって支払またはクレジットされているリース料についての
み、算入することができます（第47条）。

（3）	第48条
リース契約において、借手たる法人にて発生した財務費用

は、実質利益の計算では控除することはできません（第48条）。
本文の規定は、改正株式会社法第184条本文第Ⅲ号の定め

による、現在価値への修正に伴い発生した価額に対しても適
用されます（同条単項）。

（4）	第49条
会計基準および商業法規に従ったリース契約のように会計

的要素を含んだ標準的なリース契約に該当しない場合、別途
定める規定が適用されます（第49条本文）。

7. 少額固定資産

改正法第2条では、費用処理が許容される少額固定資産（有
形および無形かつ耐用年数1年未満）の取得原価が、1,200レア
ル以下とされました。

【バックナンバー】
「ブラジルの移転価格税制」
（AZ	Insight	Vol.56/Mar	2013）
「ブラジルへの人員派遣に係る個人所得税等」
（KPMG	Insight	Vol.2/Sep	2013）
「ブラジルの源泉徴収税」
（KPMG	Insight	Vol.3/Nov	2013）
「ブラジルからの海外送金に係る源泉徴収税の改正」
（KPMG	Insight	Vol.7/Jul	2014）
「ブラジルの法人所得税法改正　第1回」
（KPMG	Insight	Vol.8/Sep	2014）

本稿に関するご質問等は、以下の者までご連絡くださいま
すようお願いいたします。

KPMGブラジル　サンパウロ事務所
グローバル・ジャパニーズ・プラクティス
シニアマネジャー　赤澤　賢史
Tel: +55（11）2183-6269
sakazawa@kpmg.com.br



www.kpmg.com/jp

2015

2015

K
P

M
G

 In
sig

h
t　

 V
o

l.10　
Jan

u
ary 2015


	KPMG 11_表1_WEB用_海外05.pdf
	KPMG_v11_18_海外05_BRZL_Web用_0224.pdf
	KPMG_Vol_10_表4_WEB用.pdf

