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メキシコ国会が2014年度税制改正案を可決 
 

2013年 10月 31日付 

In brief 

本日10月 31日に、メキシコ国会にて 2014年度の税制改正案が可決された。本改正は近日中に官報に公

示され、2014年 1月に発効となる。弊社ニュースレターでは、本改正中、メキシコとビジネス上接点の

ある多国籍企業に最も関連のある論点をまとめる。 

 

詳細 
 

所得税法 

現行の所得税法は廃止される。新所得税法の要旨

は以下の通り: 

 現行法人所得税率30％が維持されることと

なり、予定されていた2014年に29％、

2015年に28％への税率引下げは取止めとな

った。 

 技術支援料、支払利子、ロイヤルティ（機

械設備のリースに関するものを含）の損金

算入が、下記の場合において不可となる; 

それらがメキシコ法人を支配またはメキシ

コ法人により支配されている外国法人へ支

払われるもので、かつ、 

(a) 受領者が「透明な」事業体であり、そ

の所有者がその事業体の居住する国に

おいて課税されない場合、または 

(b) 受領者の税務上の居住国において当該

支払がなかったものとされる場合。 

または、 

(c) 受領者の税務上の居住国の法規に基づ

き、その受領者が当該支払額を課税所

得に算入しない場合。 

 タックスヘイブン（メキシコ国内法の定義

による）の居住者への支払は、移転価格文

書によりサポートされていない限り、損金

算入が認められない。 

 他の関連者によっても損金として扱われる

費用は、対応する収益が当該関連者の費用

の支払いがなされたのと同じ、またはその

翌会計年度の課税所得に計上されない限り、

損金算入が認められない。 

 メキシコ税務当局は、租税条約を適用する

ために、適用されなければ二重課税となる

旨の宣誓証言を、ある外国居住者である関

連者に求めることができるようになる。 

 非課税給与・福利厚生支給額および年金プラ

ンへの拠出金の損金算入は、当該非課税額の

53％に制限される。雇用者が被雇用者の福利

厚生パッケージを縮小する場合、比率は47％

となる。 

 非居住者である年金ファンドで、そのファ

ンド価値の50％以上が不動産投資からであ

る場合、不動産または株式の売却により得

たキャピタルゲインの所得税控除認定のた

めには、以前は最低1年間のリース期間が

あればよかったが、これが最低4年へと引

上げられた。 

 不動産投資会社（REICまたはSIBRAS）が

現行税制で認められている特別な税法上の

恩典が廃止された。 

 割賦売上の所得認識繰延が廃止された。 

 不動産、都市開発計画、製造工程が長期に

わたる固定資産の製造、タイムシェアリン

グサービスの課税所得にかかる見積費用の

損金算入は、引き続き認められる。 

 農業、畜産業、林業、漁業に専業で従事す

る個人に対する特別な税務上の恩典に関し

ては、いくつかの変更がなされたものの、

引続き認められる。 
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 固定資産の加速度償却は廃止される。再生

可能資源を利用したエネルギー生成に利用

される機械設備、また、障害者向け施設の

利用促進に資する機械設備に関しては、引

続き100％即時償却が認められる。 

 
 

外国居住者 

 個人最高税率適用層の税率が％から％

へと引上げられる。％というのは、非居

住者への支払に対する最高源泉徴収税率と

同値であるが、特定要件を満たす納税者に

関しては、この最高税率は租税条約の適用

により引き下げられる。

 現行では免税である、メキシコ証券取引所

に上場されている株式（トラスト参加証券、

所有持分を含）売却により実現したキャピ

タルゲインに、10％の所得税が課されるこ

とになる。特定条件を満たせば、租税条約

の適用が可能。 

 個人である居住者、または外国居住者（個

人・法人）への実施配当に10％の新源泉徴

収所得税が課されることになる。この新源

泉徴収所得税の適用は2014年からとなるが、

2014年前に法人所得税が課された利益から

の配当へは課されない。租税条約の適用に

より、低減税率の適用を見込むことができ

る。 
 

 
金融機関 

 保険会社、保障会社に適用されている、現

行の準備金控除は維持される。 

 銀行に適用されている現行の危険準備金控

除は廃止され、2013年末日時点での税務上

の影響を反映する特別な手続が規定される。 

 利子の取り扱いに関しては、現行の規定が

維持され、メキシコと租税条約を適用して

いる諸国の居住者である銀行への支払利子

に対しては、引続き4.9%の源泉徴収所得税

率が適用される。 
 
 
 
 
 
 
 
 

マキラドーラ制度 

 新法は“マキラオペレーション”の定義を

修正する。製造活動からの収益は、

IMMEX法令におけるマキラ活動に依拠す

るもののみが認められる。加えて、現行の

IMMEX法令における機械設備の所有権に

関する規定に一致する文言が新法に含まれ

る。現状では、現在適格となっているマキ

ラドーラに対する要件免除規定は含まれて

いない。 

 現行の所得税法とフラットタックス法の廃

止により、大統領令によって付与されてい

た減税恩典がなくなる。そのため、マキラ

の利益に対する実効税率が17.5%から30%

へと引上げられることになる。 

 現行の移転価格オプションのうち2つが

2014年に廃止され、セーフハーバーとAPA

のみが選択肢として残ることになる。 

 IMMEXまたは類似プログラム下における

一時輸入取引に関しては、一時輸入品が適

切に管理されることを証明する特別な証書

をメキシコの税務当局から付与されれば、

引続き輸入時のVAT支払免除を受けること

ができる。新法は、上述特別証書に関する

手続規定の発行日から1年間、一時輸入に

対する16%VATの課税を繰り延べることと

している。 

 新法は、外国居住者とマキラドーラ間での、

メキシコに滞留している商品の売買に対し

て、通常の16%VATを課すこととしている。

（現行ではVAT免除） 

 マキラドーラは今後、国内サプライヤーに

対してVATの源泉徴収を行わず、従ってキ

ャッシュフローが悪化する可能性がある。 

 メキシコにおいてシェルターマキラを営む

外国居住者は、引続き4年間のみPE認定を

免れる。 

 マキラドーラは新簡易連結税制を適用するこ

とができない。 
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鉱業 

新法は、2015年1月1日を発効日とし、開業費の

100%損金算入を廃止する。その他の変更点として

は以下の通り: 

 7.5%の鉱業権ロイヤルティの支払いを新

たに義務化。課税ベースは採掘活動から得

られるグロス利益から特定の認可損金・控

除項目を差し引いたもの。 

 金・銀・プラチナの売上のグロス利益の

0.5%に相当する鉱業手数料を新たに導入す

る。 
 
 
連結納税 

現行の連結納税制度は廃止され、新たな制度が導

入される。新法は、繰延税金の算出に3つの選択肢

を用意しており、その支払い方法に関しては以下

の通り 

 2007年中に発生した繰延所得税は、現行メ

キシコ所得税法に則って支払う。  

 2008~2013年に発生した繰延所得税は、

2014~2018年の5年に渡って支払う 

現在連結税制を適用している企業のうちで、最短

適用義務期間5年に満たない企業は、5年経過する

まで連結を取止めないことも可。  

納税者は新簡易連結納税制度へ申請することがで

き、その場合、3年間の所得税繰延が可能であり、

グループ内の個別企業がそれぞれ繰延税金を支払

う。 
 
 
付加価値税（VAT） 

2014年度改正による付加価値税法への影響は下記

の通り: 

 国境地帯における税率が11％から16％へと

引上げられる。 

 住宅ローン利子の付加価値税免税は引続き

認められる。 

 メキシコにおいて開催される会議、協議会

などに参加する外国人訪問者への宿泊飲食

サービスに16%の付加価値税が課されるこ

とになる。（現行ではゼロ税率） 

 
 
物品税 

ソフトドリンク1LにつきMXP1の特定物品税、および

ジャンクフードの消費に対して8%の税率で物品税が課

されることになる。 

 
 

フラットタックスと現金預金税 

2014年度改正によりフラットタックスと現金預金

税が廃止される。 

 
 
 
 
 

税制改正に対する各企業における対応の提言 
 

2014年度税制改正には、重大な変更事項が含まれています。メキシコに関係会社を設立されるなど、直

接・間接に投資をされている多国籍企業は、本年度改正のメキシコでの事業に与える影響について熟慮、モ

デル化するなどして対応を行っていくことを推奨させていただきます。 
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Mauricio.hurtado@mx.pwc.com 

+52 55 5263 6045 
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+52 55 5263 6066  
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