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オーストリアは2011年に、同国の財務当局から拘束
力を有する裁定を得るための新制度を導入しました。

従来は、当局による裁定は非公式ベースで提示され
ていました。そのため「誠意」による保護を受けられ
たものの、税務当局は裁定書を発行する義務があり
ませんでした。

新制度により、以下の法的分野について拘束力を有
する裁定を得ることが可能になりました。

　移転価格
　グループ税制
　組織再編

事前裁定を受けるには書面での申請が求められま
す。申請の際、事実関係と予定されている取引の詳
細説明、法的問題の分析と法律に関する具体的質
問を記載するほか、申請者の利益の説明と事務管理
費の計算の根拠を示す必要があります。

オーストリアの財務当局はこの申請に関する裁定書
を発行します。当局は申請者の主張を受け入れる
か、そうでないかの判断を示します。

当局による行政判断では、以下の点も検討されます。
　予定される取引に関する財務評価
　関連する税金
　適用される税規制
　裁定の有効期間

当該取引が実行された場合、事前裁定は税務当局
に対して拘束力を有します。取引が当初の事実と大
きく異なる場合には、当局がその裁定に拘束される
ことはありません。

オーストリアでは、事前裁定制度の利用には手数料
がかかります。手数料の金額は申請者の年間所得に
応じて異なり、最低1,500ユーロから最大2万ユー
ロまでと幅があります。当局が正当な理由により申
請を却下した場合、または申請者が申請を撤回した
場合には500ユーロの手数料が発生します。

事前裁定により、税法に関する解釈の相違によって
生じる不確実性が低減し、投資家は対オーストリア
投資を計画し、とりまとめる上で、法的事項について
確証を持つことができます。また、税務調査を巡る論
争の回避にもつながるでしょう。

オーストリア：拘束力を有する事前裁定
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チェコ共和国での映画製作に対する資金援助制度
が設置されました。

チェコ共和国は映画製作に適していることで知られ
ています。これまで多くの大手映画プロダクションが
同国の絵になる田園風景や史跡を利用して映画を
製作してきました。この評判をさらに高めるべく、
2012年にチェコ映画産業支援プログラムが導入さ
れます。本プログラムでは要件を満たした場合、チェ
コ国内で発生する経費の20%、国外で発生する経費
の10%がリベートとして交付されます。チェコ国内で
発生する映画製作経費として認められるのはチェコ
共和国において提供される物品・サービスであり、
チェコ共和国の所得課税対象者として登録されてい
る企業または個人に支払われるものです。

チェコ共和国で源泉所得税を納めているものの、所
得課税対象者として登録されていない個人に支払
われる経費について、国外で発生した経費として認
められることがあります。経費の交付金を受けるに
は、当該映画プロジェクトが欧州の文化・プロダク
ション基準に則った文化審査に合格したものでなけ
ればなりません。また経費については、劇場映画とテ

レビ映画の場合は15百万チェコ・コルナ（約60万
ユーロ）、ドキュメンタリー映画の場合は3百万チェ
コ・コルナ（約12万ユーロ）以上である必要がありま
す。また、対象経費が当該映画プロジェクトの総予算
の80%を超える場合には適用されません。対象とな
る経費はあくまで当該プロジェクトに関連して発生
するもので、資産の購入・減価償却、シナリオ制作関
連費用、知的財産権関連費用、資金調達費用、配
給・マーケティング費用、外国人クルーの日当、関税
または付加価値税はこれに含まれません。

本支援プログラムの2012年の交付額は100百万
チェコ・コルナ（約4百万ユーロ）を予定しています。
認定プロジェクトに対し、先着順で交付金が交付さ
れます。プロジェクト1件当たりの交付額の上限は定
められていません。製作の終了時に、発生費用に関
する監査済み報告書の提出をもって、交付金が現金
で支給されます。交付金の申請資格は、チェコの所
得課税対象者として登録された、チェコ共和国に事
業拠点を持つ者に限られています。外国の映画製作
会社は、現地の共同製作者とパートナーシップを結
ぶ（後者が申請する）か、現地法人を設立して申請す
ることになります。

映画製作を支援するチェコ
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「映画産業は刺激的な業界です。映画製作に適したチェコ共和国で新たな支援プ
ログラムが策定され、映画制作会社の誘致がさらに進むと予測されます。」
ミロシュ・フィアラ、ECOVIS blf s.r.o.、 プラハ、チェコ共和国
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20 1 2 年 1月1日、ポーランド
で改 正 会 社 法 が 施 行され 、

インターネットを通じて有 限 責
任会社を24時間で設立できるよ
うになりました。法人登記に関す
る規則と要件は、ポーランド法務
省が策定した関連規定に定めら
れています。また、すでに同省の
ウェブサイトからオンライン登記
申請を行うことが 可 能 になって
います。

現時点ではポーランド語での申
請のみ受け付けていますが、本
システムでは（個人または法人に
代 わって）代 理 人 による書 類 へ
の 署 名 が 認められています。そ
の際には、代理権限を証する書類

（ 委 任 状 ）と代 理 人 情 報（ 氏 名、
I D 番 号、関 連 登 記 簿の番 号 等）
を提示すればよいとされていま
す。

また、オンライン法人登記に必要
なあらゆる行為について、規定で

は、このウェブサイト上で特別委
任状を発行することが認められ
ていますが、サイトの技術的問題
により、このオプションはまだ使
用できません。

定款については、規定上、必ず記
載しなければならない 事 項（無
期限企業の設立等）がある一方
で、法人が複数の選択肢から任
意に選択できる記載事項があり
ます。例えば株式の償還、株式の
売却または質権設定に対する法
人の承認、質権者または用益権
者の議決権、配当金の前払い、監
査役会（supervisory board）の
設置（設置が義務付けられてい
ない場合）、権利の放棄または株
式資本の2 倍を超える債務に関
する契約に対する株主の承認な
どが挙げられます。なお、第一位
の権限を有する者が本申請書に
署名した後は、当該法人の定款
の内 容を変 更することはできま
せん。とりわけ注意すべき点とし

て、定款の変更には一定の手続
きを経る必要があり、かかる変更
は公正証書の形で作成しなけれ
ばならないということが挙げられ
ます。

従来の方法によって法人登記を
行う場合、通常文書での提出が
求められるすべての資料（住所、
管轄裁判所、事業種目等）と添付
資料（株主リスト、取締役会の金
銭出資に関する書類等）につい
て、当該オンラインシステムに入
力する必要があります。

アカウントの作成には、個人デー
タの入力、ならびにログイン名と
パスワードの設定が必要になり
ます。法人設立の際の認証には、
ログイン名とパスワード付きの電
子署名、または有効な適格証明
書によって認証された安全な電
子署名も認められます。2012年
6月1日からは、e-PUAPシステム

（公共行政サービスの電子プラッ
トフォーム）による認証済みプロ
フィールを使って行うことも可能
になります。署名者が複数の場合
は、書式作成の際に該当者全員
の 氏 名を記 載 する必 要 があり、
認証された署名者全員が署名し
た段階で、当該書式の署名が完
了したとみなされます。ただし、す
べての署名を本システムの同一
セッション内で行う必要があるた
め 、署 名 者 全 員 が 同 一 の コン
ピュータで書式に署名しなけれ
ばなりません。代理人が申請書に
署名する場合には、上述のように
代理権限を証する書類提出が求
められます。なお、その他の書類
への署名やデータ入力を行う場
合にも、本システム内にアカウン

法人の登記

ポーランドでよりスピーディな起業が実現
S24：ポーランドの新オンラインシステムにより有限責任会社の登記がわずか24時間で可能に
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「新システムのS24によって、起業家はオンラインで法人登記を行い、これまでより遥かに迅
速に事業を開始することができるようになりました。」
マルチン・ミルチャレック
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英国政府によると、景気回復の
牽引役は民間であり、英国の

起業家と起業家による中小企業
（SME）がその先陣を切っています。
この点を念頭に置きながら、民間
への投資についてどのような課税
優遇措置があるか、また起業家と
していかに必要な資金を入手する
ことができるか見てみましょう。

かつては、スタートアップ企業が
資金を調達するには、貯蓄を切り
崩すか友人や家族から借りるかし
かなく、あるいは単純に「とにかく
立ち上げる」というやり方で切り抜
けていました。若輩で失うものが
何もない者がリスクを取ることに
ついては、リチャード・ブランソン

（ヴァージン・グループ創業者）な
どによる著述が山ほどありますが、
もう少し年齢が上の人間には「飛
び込む」ことが難しいと感じる者
が多いのも事実です。とはいえ、過
去の景気後退期と同様に、自ら事
業を立ち上げようと決心する者が
増えつつあります。

経験から言って、そして最近のイン
ターネットによる調査から見て、英

国で投資先のスタートアップ企業
を探しているシードキャピタルは
ほとんどなく、一方で既存のエン
ジェル投資家のネットワークは、す
でに「魅力」のある企業にしか興味
を示していないようです。それでは
この市場は未開拓の状態なのか、
それとも単にリスクが大きすぎて
検討に値しないということなので
しょうか。そこで、自分がいくらか
投資資金を持っていて投資先を探
していると仮定した場合、どうすれ
ば課税減免措置を利用でき、リス
クを減らすために（できることがあ
るとすれば）何ができるでしょうか。
現在、シードキャピタルの投資家
向けには3つの課税減免措置があ
ります。

1. 起業家向け減免（Entrepreneurs 
Relief）：将来のキャピタルゲイ
ン（上限1 0 百万ポンド）の税
率を10%に減免

2. 企業投資スキーム向け減免
（Enterpr ise  Investment 
Scheme Relief、以後「EIS」）：
初期投資額の30％相当の所
得税額を減免、キャピタルゲ
インの繰延により最大28％

の内部留保が可能、将来の
キャピタルゲインは0％課税

3. 非公開会社（close company）
の株式取得または非公開会
社への融資を目的とする借入
金の利子に関する減免（ただ
しEISを受ける場合は適用な
し）：当該課税年度における
適 格 の 利 払 い に 対し 最 大
50％の税額減免

まず起業家向け減免（Entrepreneurs 
Relief）の適用を受けるには、適格
会社の株式資本の5%以上を保有
し、当該会社の役員または従業員
となる必要があります。では適格
要件を満たした後は何が起こるで
しょうか。一財産を築くか、10%の
キャピタルゲイン税を課せられる
か、資金をすべて失った挙句にキ
ャピタルロスが発生するか、資金
調達を繰り返した結果希薄化が進
行して保有割合が5%を切るに至
り減免措置の適格要件を失うか、
それとも取締役の地位を追われて
減免措置の適格要件を失うのでし
ょうか。他にも様々な出来事が想
定されます。広義の意味での「適
格会社」となるには、商事会社であ

スタートアップ企業の資金調達

シードキャピタルと投資家の課税減免
潜在的投資家を支援するための様々な課税減免措置
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トを作成しておく必要があります。
書式に署名した者のうち一名が
裁判所に申請書を提出すること
になりますが、eCardシステムを
通じて手数料を事前に支払う必
要があります。そしてその支払後
に、書 式 が 裁 判 所に送られて登
記が行われます。ただし、取締役
全員の署名見本（公証人の確認
済みのもの）や取締役会の金銭
出資に関する書類（法人登記の

際に申請書に添付されていない
場合）など一部の書 類について
は、登記日から7日以内に裁判所
に書面で提出することになります。
現 在、本システムは調 整 中のた
め、技術的な面で細部に変更が
加わる可能性があります。また、
本システム稼働から数カ月でいく
つかの問題が報告されています。

お役立ち情報:
ポーランドにおける
法人登記について
は、www.ecovis.com/
start-polandにてさら
に詳細をご覧いただけ
ます。
 

公認ファイナンシャルプランナーの導入は、この業界が弁護士や会計士のように専門家
の分野として認知されるうえでの一助となります。



「新規事業への投資に伴うリスクを引き受ける者に対して、様々な課税減免措置が講じら
れています。」
ピーター・オーウェン、ECOVIS ウィングレーブ・イーツ、ロンドン、英国

るか、商事会社グループの持株会
社である必要があります。

EISはさらに一歩進めて、適格投資
を理由に投資金額の30%に相当
する所得税の還付請求をすること
ができ、また投資に関してキャピ
タルゲインの繰延べが認められる
ため、さらに28%を内部留保でき
る可能性があります。加えて、株式
を3年以上保有し、また当該会社
が適格会社であり続けた場合、将
来的に発生するキャピタルゲイン
は免税となります。ただし、注意し
なければならないのは、繰延べら
れたキャピタルゲインはそこで確
定することです。これらの反面、当
該会社が適格会社でなくなった場
合、またはその株式を3年の期限
以内に売却した場合には、減免額
がすべて再徴収されます。こうした
ことは総じてEIS投資家が制御で
きないものであるため、キャッシュ
フローに関して不測の問題が生じ
る可能性があります。

この4月から、EUから承認を得る
ことを条件に、適格会社が雇用で
きる従業員数の上限と資金調達
額の上限が引き上げられます。現
在、従業員数は50名、資金調達額
は12カ月間で2百万ポンドが上限
に定められていますが、それぞれ
250名と10百万ポンドに引き上げ
られます。最後に、起業家向け減

免またはEISを受けられない場合
も、非公開会社への投資を目的と
する借入金の利息に対する課税
の減免を受けることが可能です。
これはEISほど有利ではないにせ
よ、税率50%の納税義務者にとっ
ては「ないよりまし」でしょう。

これら3つの課税減免措置を受け
る上で基本となるのが、課税規則
の仕組みについて適切な助言を
受けて理解することです。これは
投資の実行時点と投資の継続期
間中のいずれにおいても重要で
す。課税減免措置を利用できるこ
とは投資家にとっても総じて朗報
ですが、こうした措置が取り消しと
なるような場合には想定キャッシ
ュフローに変化が生じ、打撃を受
ける恐れがあります。

課税の減免があるが故に投資が
有益であるという場合には、そも
そもその投資が有意義なものな
のか慎重に検討する必要がありま
す。これは一般的な事実です。

幸運な一握りの人々にとっては、
そうした投資は超低税率で良好な
リターンを得られる、ストレスのな
い投資ということになるでしょう。

しかし、そうでない人々は最初か
ら自身の利益を守ることを考え、
会計、税務、法律に関するアドバイ
ザーから適切な助言を得る必要
があります。その場合の最善の
助言とは、株主の幅広い同意
があることの確認、当該会社
の定款に株式譲渡・株式発
行に関する適切な条項が
あることの確認、および当
該会社の主要創設者ま
たはその一名が死亡あ
るいは疾病もしくは衰弱
により企業経営ができな
くなった場合に備えてキ
ーマン保険・株主保護保
険・重大疾病保険が付保
されており、何らかの資本

の払戻を受けられることの確認、
が挙げられます。最後に、優れたデ
ューディリジェンスに勝るものはあ
りません。成功の鍵は、自分が理
解している事業分野に投資し、信
頼できる人間で、成功するために
必要な技能を備えていると思われ
る者に投資することに加え、幸運
に恵まれ、経済状況が改善に向か
っていることにあります。

結論として、友人や家族が投資を
行う場合、事実がどのようなもので
あれ、課税の減免を受けられる機
会を逃してはならず、一方で資金
を失うことについて覚悟しておく
必要があります。投資を宝くじのよ
うなものと考えれば、失望すること
はないでしょう。しかしエンジェル
投資家として投資する場合には、
専門家の助言に耳を傾け、デュー
ディリジェンスを実施し、失っても
良いと考える金額のみを投資する
ことが肝要です。課税の減免は内
在するリスクと裏腹の関係にある
ため、注意が必要です。幸運を祈り
ます。
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つバックオフィスの専門家達だけでなく、産業別、国別ノウハウを持つ世界中のEcovisの専門家を活用できます。
この多様な専門知識により、特に国際的取引や投資の分野では、クライアントの自国での準備から対象国でのサポートまで効果的なサポートを
提供することができます。

Ecovisは主に中堅企業を中心にコンサルティングを行っています。国内でも海外でも、One-Stop-Shop (あらゆるものを取り揃えている)というコ
ンセプトで、法律、税務、経営、管理の問題に対してあらゆるサポートをお約束します。

Ecovisという名前は、経済(Economy)とビジョン(Vision)という言葉の組み合わせに由来しており、私たちの国際性、また将来と成長への焦点を表
現しています。
オフィス所在地： www.ecovis.com/global
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