
ブラジルの法人所得税法改正　第3回
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ブラジルの法人所得税法改正　第 3 回
KPMG ブラジル　サンパウロ事務所

ディレクター　赤澤　賢史

ブラジルは、来年にリオ・オリンピックの開催を控えながらも、世界的な資源・
コモディティ価格の低迷や、国営石油会社の汚職問題に伴う設備投資の停滞の
影響を受けて経常収支が悪化し、さらに、景気低迷に伴う歳入減少を補うため
に緊縮財政策を採っていることが、益々景気減速に追い討ちをかけるという悪
循環に陥っています。これらを受け、2015 年 9 月 9 日には、スタンダード・ア
ンド・プアーズ（S&P）が、ブラジルの外貨建長期債の格付を投機的水準であ
る BB ＋に引き下げ、見通しを Negative（弱含み）としています。また、昨夏
に引続き、ブラジル東北部やサンパウロ市とその周辺の深刻な水不足の懸念や
低成長下での高インフレ状態も継続しているなどの難題も山積しております。
一方で日本車の販売状況は他国車に比してそこまで影響を受けておらず、改め
て日本の技術が見直されているのも事実です。
さて、KPMG Insight Vol.8/Sep 2014 の第 1 回、同 Vol.11/Mar 2015 の第 2 回
に続き、ブラジルの法人所得税法の改正のうち、全世界ベースの課税（新CFC
ルール）の改正および滞留債権の損金算入基準の緩和について、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、その基本的な考え方を解説して
います。
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、本文中の意見に関する部分は、筆者の私見であることをあらかじめお断
りいたします。

 

【ポイント】
◦  ブラジルに所在する会社が、他国に所在する会社等の持分を間接的に所有

している場合に、本税制改正が適用される可能性を検討する必要がある。
◦  親会社、親会社とみなされる会社、関連会社の定義に留意する必要がある。
◦  課税標準の算定および控除額の算定については、その要件を満たすかどう

か、十分に検討しておく必要がある。
◦  支払期限を超えた債権の損金算入基準が緩和された。
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Ⅰ 全世界ベースの課税

さる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）では、ブラジル
企業に対し、ブラジル国外に有する子会社・関連会社が稼得
した利益を、法人所得税（以下「IRPJ」という）および利益に
対する社会負担金（以下「CSLL」という）の課税標準に算入す
るCFC（Controled Foreign Corporation, 被支配外国法人）ルー
ルが一部改正されました（同法第76 ～ 92条）。

概して、従来は、直接投資の子会社で稼得された利益のみ
IRPJとCSLLの課税対象とされていましたが、2015年1月以降、
直接・間接投資の子会社・関連会社の利益も含めてその課税
対象とされることになりました。

以下は、新しい制度をもとに記述しています。
現在、多国籍に事業展開している日本企業の多くは、南米

または中南米全体の統括機能をブラジル子会社に置いていま
すが、当該子会社から、中南米の他国へのビジネス展開する
際の資本ストラクチャの構築の検討に、大きな影響を与えるこ
とでしょう。

1. 対象となるブラジル企業

ブラジル国内に所在する親会社または親会社とみなされる
会社がその対象となります（同法第77条および第83条）。

ここで、親会社とみなされる会社とは、自らが、または、関
連者とみなされるブラジル国内外の居住者たる個人または法
人と合算して、ブラジル国外の関連会社の50％超の資本議決
権を有する場合をいいます（同法第83条本文）。

なお、ここに関連者とは、以下のものとなります（同条 
単項）。

Ⅰ-		ブラジル株式会社法上、親会社とされ（法律第6,404/1976号
第243号第1、2項）、かつ、直接または間接的に資本金の持分
を有する、個人または法人

Ⅱ-		ブラジル株式会社法上、直接または間接的に、子会社または関
連会社とされる法人（法律第6,404/1976号第243号第1、2
項）

Ⅲ-		資本、全般的管理、または、同一の個人または法人が各々10％
以上の資本金持分比率を有する、といった統制下にある、法人
またはブラジル国内に所在する会社

Ⅳ-		ブラジルの制度に規定された形式のコンソルシオ（共同体）また
は組合、または、その他の事業体としての出資者たる個人または
法人

Ⅴ-		三親等までの姻族を含む親族、配偶者、または、顧問・企業管
理者・管理者たる直接または間接所有の出資者または株主、と
しての地位を有するその他の同伴者、である個人

Ⅵ-		タックス・ヘイブン等とされている国または属領に所在する、ま
たは、優遇税制（法律第9,430/1996号第24および24-A条）
が適用される法人で、その親会社が本条第Ⅰ～Ⅴ号に該当しない
ことを証明しない場合

また、子会社だけではなく関連会社の所有者たる法人も含
まれます（同法第8１条本文）。

ここで、関連会社とは、ブラジル株式会社法における以下
の定義が該当します。

Ⅰ-		投資した会社が投資先の会社に重要な影響を及ぼす場合、両
者を関連会社とする（法律第6,404/1976号第243号第1項）

Ⅱ-		投資した会社が、支配することなく、投資先会社の20％以上の
議決権を有する株式の名義人である場合には、重要な影響があ
るものとみなす（同法同条第５項）

なお、ブラジル国外に所在する支店または出張所が稼得し
た利益は、本稿Ⅰ. 3 . の子会社利益に準じて扱うとともに、本
稿Ⅰ. 5 ～ 7も同様に適用されます（同法第92条）。

すなわち、日本企業がブラジルに有する子会社から他国へ
既に間接的に投資を行っている、または今後行うことを検討し
ている場合には、当該法律改正の影響を考慮する必要があり
ます。

2. IRPJおよびCSLLの課税標準への算入

１. に述べた法人が、直接または間接所有のブラジル国外
の子会社を有している場合、原則として、それらが稼得した、
為替換算差額を除く所得税控除前の利益分に相当する投資価
額の調整部分について、実質利益法およびCSLLの課税標準に
算入することが必要になりました（第77条本文）。

また、ブラジル国外の関連会社が稼得した利益についても、
１．に述べた法人にとって利用可能となった暦年度の12月31
日の残高は、実質利益法およびCSLLの課税標準の計算に算入
することとなりました（第81条本文）。

3. 子会社利益の課税標準への算入の際の留意事項

（1）	子会社利益の算定
まず、子会社利益の算定は、2022暦年度に至るまで、特定

の状況に係る子会社の調整部分を除き、連結決算を採用する
ことが可能です（第78条本文）。１．で説明した「親会社とみ
なされる会社」によって支配されているみなし子会社に対して
も同様に適用されます（第80条）。なお、この選択は、申告対
象年度中では撤回できません（第78条第6項）。

ここに、特定の状況とは、以下をいいます。

Ⅰ-		ブラジルとの間で、課税目的による情報交換に関する協定また
は特定の条項を定めた法令を有さない国家に所在する場合

Ⅱ-		タックス・ヘイブン等とされている国または属領に所在する場
合、法律第9,430/1996号第24および24-A条で定めた優遇税
制が適用される場合、および、本法第84条本文第Ⅲ号に定めた
税制が適用される場合

Ⅲ-		第Ⅱ号に定めた税制が適用される法人によって、直接または間
接的に支配されている場合
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Ⅳ-		本法第84条で定める、主要業務に係る固有の収入が、収入合
計の80％を下回る場合

なお、Ⅳに定める主要業務とは、自己の経済活動で経営
を行う法人により直接稼得された収入をいい、a） ロイヤリ
ティー、b） 利息、c） 配当、d） 出資持分、e） 賃貸料、f） 取得
後2年以上経過した出資持分または恒久資産の譲渡によるもの
を除く、資本利得、g） 金融商品、h） 金融仲介収入、を除いた
概念です（同法第84条本文および本文第Ⅰ号）。収入合計とは、
投資先の居住国の商業法規で定義される、主要業務からの収
入およびその他の収入の合計をさします（第84条本文第Ⅱ号）。

また、この調整部分には、同期間に稼得された利益のみを
含み、直接または間接所有のブラジル国外の子会社の純資産
に影響を及ぼすその他の部分は含めません（第77条第1項）。

（2）	連結決算の利益（損失）
この連結決算の利益は、ブラジル国外に所在する会社が計

上した利益を、その暦年度に、ブラジル国内の親会社の実質
利益法によるIRPJおよびCSLLの課税標準となる12月31日現
在の残高の純利益に加算しなければなりません（第78条第2
項）。

なお、連結損失が計上された場合には、ブラジル国内の親
会社は、ブラジル連邦歳入庁の定める手続および期間に従い、
所定の事項を同庁に報告しなければなりません（同条第3項）。

また、連結損失累計額および各法人における損失累計額は、
当該通知後に、当該損失を計上した同一のブラジル国外法人
の将来利益によって相殺利用することができます（同条第4
項）。本法施行以前の暦年において発生していた累積損失につ
いても、同様に相殺利用することができます（第77条第2項）。

連結決算を利用する場合には、補助簿による個別報告、お
よび、ブラジル連邦歳入庁の定める手続および期間における
主要業務およびその他業務に係る収入の報告を行わなければ
なりません（第78条第1項）。

（3）	連結決算を採用しない場合
連結決算を採用しない場合、直接または間接所有のブラジ

ル国外の子会社が稼得した利益または損失にかかる投資価額
の調整部分は、以下に定める方法により、ブラジル国内の親
会社たる法人における、実質利益法およびCSLLの課税標準の
計算は、各会社別に検討されなければなりません（第79条本
文）。

Ⅰ-		利益の場合、ブラジル国外に所在する会社が利益を計上した暦
年度の12月31日現在の残高に純利益として加算しなければなり
ません。

Ⅱ-		損失の場合、ブラジル連邦歳入庁の定める手続および期間によ
り当該累積損失を通知されて以降、当該損失を計上した同一の
ブラジル国外法人の将来利益によって相殺利用することができ
ます。

4. 関連会社利益の課税標準への算入の際の留意事項

ブラジル国外の関連会社が稼得した利益は、以下に定める
場合には、ブラジル国内法人が利用可能となった暦年度の12
月31日における残高において、実質利益法およびCSLLの課税
標準の計算に算入されます（第81条本文）。

Ⅰ-		本法第84条本文第Ⅲ号に定める低課税制度によらない場合
Ⅱ-		タックス・ヘイブン等とされている国または属領に所在しない場
合、および、法律第9,430/1996号第24および24-A条で定め
た優遇税制が適用されない場合

Ⅲ-		第Ⅰ号に定めた税制が適用される法人によって、直接または間接
的に支配されていない場合

ここに、利用可能となった状況とは、以下の状況をさします
（同条第1項）。

Ⅰ-		ブラジル国外に所在する会社の、代理勘定への支払および債権
計上

Ⅱ-		交換取引相手または関連会社が利益または利益剰余金を有す
る場合の交換取引契約

Ⅲ-		関連会社によって実行された、決済を伴う将来の販売勘定、お
よび、財またはサービスの生産サイクルを超える期間でなされた
財の発送またはサービスの提供、による資産の前払

ここでのⅠについては、以下の事項を斟酌するよう定められ
ています（同条第２項）。

Ⅰ-		ブラジル国外に所在する関連会社の、支払期限が到来した如何
なる代理勘定への対価の移転登録がなされた場合の、保証され
た利益

Ⅱ-		以下の場合における、利益の支払
	 a）		ブラジル所在の関連会社のための、銀行口座での対価の保

証
	 b）		受領者を代理する名目の如何を問わないにおける引渡
	 c）		ブラジル他如何なる場所への、受領者のための送付
	 d）		場所を問わず、ブラジル所在の関連会社の資本増加を伴う、

受領者のための対価の利用

なお、これらの条件を満たさない場合には、3（3）で述べた
連結決算を採用しない場合と同様の取扱いをするとともに（同
条第3項および第82条本文）、ブラジル国外の関連会社につい
ては、その所有形態の如何を問わず、たとえ間接所有であっ
ても合算する必要があります（同条第1項）。

5. 控除

課税所得から控除可能な項目、すなわち所得控除として以
下の項目があります。
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■	 	ブラジル国内に所在する子会社または関連会社の持分から生じ
るブラジル国外子会社または関連会社の利益（第85条）

■	 	移転価格税制の適用により、自発的にIRPJおよびCSLLの課税
標準に算入されてそれらに対する税金等が、状況の如何を問わ
ず、既に回収されている場合には、その自発的な加算利益額（第
86条本文）。なおこの場合の控除は以下の条件があります（同
条第1項）。

	 Ⅰ-	 	それぞれの直接または間接所有の子会社を利益の源泉とし
て実現した取引によること

	 Ⅱ-	 	ブラジル国外の子会社の持分割合に比例すること
	 Ⅲ-		ブラジル国外の子会社により稼得された利益額を限度とす

ること
	 Ⅳ-		当該移転価格の調整によるブラジルでの税金負債を限度と

すること

要納付税額から控除可能な項目、すなわち税額控除として
以下の項目があります。

■	 	ブラジル国外で生じた加算されるべき利益に対し、ブラジル国
内での当該部分に係る所得税額を限度として、ブラジル国外で
支払った所得税額（第8７条）。なお、この場合の控除の主な条
件は以下のとおりです。

	 Ⅰ-	 	外国の税務管理機関により公式に発行された書類によって
証明されること（同条第1項）

	 Ⅱ-	 	関係する徴税機関および課税国所在のブラジル大使館管
轄の領事館による認証（同条第9項）

	 Ⅲ-		ブラジル国外の子会社等の貸借対照表日または利用可能と
なった日に対応する、ブラジル中央銀行が決定した当該国
の売為替相場による換算（同条第５項）

■	 	ブラジル国外に所在する支社、出張所または子会社から受領し
た収入にかかる出資比率に応じた源泉徴収税（第８９条本文）

なお、本法第87条10および11項、および、財務省令第
427/2014号では、2022暦年度に至るまで、ブラジル国内所在
の親会社は、一定の条件に従い、ブラジル国外における、飲
料製造、食料品製造、ビル建設、公共工事、加工、鉱石の採
掘および当該被投資先が所在する国所有のコンセッションに
よる探鉱の活動を行う法人による投資に関する、実質利益法
での当該収入の正の利益部分について、その9％までを推定租
税債務として控除することができます。

ここでの加工については、その定義に幅があると思われます
ので、ブラジル国外の被投資先法人が製造業等に従事してい
る場合、この控除の利用可能性を検討してみる価値があると
考えられます。

6. 延払制度

新しい制度では、子会社利益、および、関連会社利益のう
ち条件を満たさずに本稿Ⅰ.3.（3）の取扱がなされた利益に対
するIRPJおよびCSLLについては、法人の選択により、利益
計上後の最長8年間の計算期間にわたり、かつ、その1年目に
12.5％以上の配当を行う条件で、残余の課税利益に対して、そ

の計算期間が終わるまでの各年の利益配当の比率に応じて納
税することができます（第90条本文）。

この選択は、ブラジル国内に所在する直接・間接保有の被
投資先法人、および、以下のブラジル国外の以下の被投資先
が計算したみなし利益に関する利益部分においてのみ実施す
ることが可能です（第91条本文）。

Ⅰ	-	 低課税制度によらない場合
Ⅱ	-	 	タックス・ヘイブン等とされている国または属領に所在しない

場合、および、法律第9,430/1996号第24および24-A条で定
めた優遇税制が適用されない場合

Ⅲ	-	 	本文第Ⅱ号に定めた税制が適用される法人によって、直接また
は間接的に支配されていない場合

Ⅳ	-	 	本法第84条に従い、自己活動収入が収入合計の80％以上を
占める場合

なお、納税額には、2年目以降、納税期日の直前月の最終営
業日における期間12 ヵ月の米ドル LIBORを基準として計算さ
れた金利、および、当該通貨にかかるブラジル中央銀行が定
める為替差額が追加されますが、それらは、期間比例配分か
つ年次の累積計算により、行政が定める方法によって計算さ
れるとともに、実質利益およびCSLLの課税標準の計算におい
て利息が控除可能です（第90条第4項）。

7. 適用

この規定は、2015年1月1日から有効になっています（第
119条本文）。
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Ⅱ 滞留債権の損金算入基準の緩和

さる2015年1月20日に公表された法律第13,097/2015号で
は、滞留している売掛金等債権の損金算入の金額基準が緩和
されています。

支払保証
の有無

支払期日経
過後の期間

従来 改正後 手続

無 6ヵ月超 5,000R$以下 15,000R$以下 法的手続不要

無 1年超 5,000R$超
30,000R$以下

15,000R$超
100,000R$以下

行政的手続
等（債権確認）
が必要

無 1年超 30,000R$超 100,000R$超 司法的手続等
（訴訟）が必要

有 ２年超 金額基準無し 50,000R$以下 法的手続不要

有 ２年超 50,000R$超 保証履行また
は支払請求の
司法的手続等
（訴訟等）が必
要

なお、和議、破産および裁判所による債務者の支払不能宣
告に対する取扱は、従来と変わりません。一般的に債権確認
は、ブラジル公証人（cartório）による認証を受けた後、その債
権を債務者に通知することによりなされます。

同改正の適用時期ですが、同法では、関連する暫定措置第
656/2014号の公表日（2014年10月7日）以降に発生した支払
期日の遅延から適用されることが定められています。また、損
金算入の条件として、会計上も費用処理が求められているこ
とから（法令第3,000/1999号第340条第1項）、2014暦年度
で発生していた支払遅延に対する改正法の適用は、決算の過
年度修正と合わせて行う必要がある点に留意する必要があり 
ます。

【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）
「ブラジルの法人所得税法改正　第２回」
（KPMG	Insight	Vol.11/Mar	2015）

本稿に関するご質問等は、以下の担当者までお願いいたし
ます。

KPMGブラジル　サンパウロ事務所
ジャパニーズ・プラクティス
ディレクター　赤澤　賢史
TEL: +55 (11) 3940-6269
sakazawa@kpmg.com.br
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