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不動産危機と経済危機に見
舞われたスペインでは、

一等地ですら不動産価格が下落
しました。今がスペインの不動
産購入の好機と見ています。現
在、購入を検討している投資家
の多くが「今こそ機会を捉えるべ
きか、それとも状況の進展を見守
るべきか」と自問しています。

不動産価格のさらなる下落が予
想されることから、外国人投資
家もスペインの投資家もいまな
お躊躇しているのが現状です
が、経済が持ち直し始めれば、
好立地の不動産の獲得に素早く
動くものと思われます。

いずれにせよ個人が購入する場
合には、最終決定を下す前にメ
リットとデメリットを慎重に検
討するようお勧めいたします。
スペインで年に数回しか使わな
い別荘を購入するのであれば、
あくまで投資ではなく娯楽目的
とすべきでしょう。

スペインでは不動産の購入に
対し、最低でも取得価格の7%
～8%という高い率でTIP（不動
産取得税）が課せられます。企
業から建設用地を取得する場合
は、21%の付加価値税と1.5%
～2.5%の印紙税が課せられるケ
ースもあります（表参照）。こ
の不動産取得税は、付加価値税
と同様に不動産取得者に課され
ます。このほか、重要性は比較
的劣るものの市町村キャピタル
ゲイン税があり、通常は数百ユ

ーロから1,000ユーロとなってい
ます。

公証費用は無駄ガネにならない
スペインでは、不動産売買証書
の公証を受け、あるいは土地登
記簿に記載されたからといっ
て、必ずしも不動産の取得が有
効となるわけではありません。
とはいえ、思わぬ取引事故を避
けたければ、これらは是非とも
行うようお勧めいたします。何
度も転売が繰り返される不動産
がある一方で、一旦支払った資
金を取り戻すのは時間のかかる
難行となります。公証サービス
を受けて不動産の登記を行って
いれば、その不動産取引は完全
なものと見なされ安心です。ま
た、スペインで不動産を所有す
る個人は自ら税務申告を行わね

ばなりません。賃貸収入に課税
される（総賃貸収益の24.75%）
だけでなく、個人使用の不動産
であっても土地台帳記載評価額
(cadastral value)の1.1%～2%に対
し24.75%で課税されます。スペ
インの市町村もまた、土地台帳
記載評価額の0.6％から1.3％の固
定資産税を課しています。

スペインで不動産を所有する外
国人に対する相続税と贈与税に
ついては、今後制度が大きく変
わる可能性があるため、同国の
税制に通じていないのであれ
ば、専門家の助言を受けること
が大切です。

スペインの不動産

外国人投資家の購入チャンス到来？ 
「不動産購入決定の際は、課税等のコストに留意する必要があります。」
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共著者
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「スペインで年に数回しか使わない別荘を購入するのであれば、あくまで投資ではなく娯楽
目的とすべきでしょう。」
Dr. イェルク・ヘラウフ、ECOVISバルセロナ社、バルセロナ、スペイン

お役立ち資料
スペインの不動産に関する
詳しい説明は www.ecovis.
com/realestatespainをご覧く
ださい。

 

不動産取得税（一般的なもの）

住宅・共同住宅（土地を含む）の購入
企業からの購入（新築物件） 付加価値税（IVA）10% + 印紙税（AJD）1.2%～ 

1.5%

企業からの購入（中古物件） 資産移転税（ITP*）7%～8%または、例えば当該
物件が他の企業に売却される場合には付加価値税
（IVA）10% + 印紙税（AJD）1.2%～1.5%

個人からの購入（中古物件） 資産移転税（ITP*）7%～8%

建物敷地の取得
個人からの購入 資産移転税（ITP*）7%～8%

企業からの購入 付加価値税（IVA）21% + 印紙税（AJD）1.2%
～1.5%

その他の課税と費用
キャピタルゲイン税（Plusvalia） 通常1%～3%（各地域で承認された土地価格、住

民数及び保有期間による）

公証手数料 購入価格の1%～2%

土地登記簿への記載 約0.5%

*2013年に10%に引き上げられる公算が大きい

通常の売買取引に係る費用
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アルゼンチンからベトナ
ム、ルーマニアから英国

まで全21カ国のEcovisの事務所
が参加し、各国の法制と経済発
展状況に関する横断的な比較調
査が行われました。倒産に関す
る法制の趣旨は、各国で大きく
異なりますが、債権者の権利を
優先する国が大半（71%）を占
め、全体の約2/3（62%）の国々
が債権者間の資産の公平な分配
を第一の目的のひとつとしてい
ます。

残余債務の免除など債務者の
再出発を財務面で支援する
ことを主たる目的とする破産
手続きについては、大半の国
（7 1 %）で優先順位が二番目
に留まっています。対照的に、
事業継続とそれに伴う被雇用
者の救済に関する施策につい
ては、調査回答国の 3 8 %で
優先順位第一位、5 2 %で第二
位に位置付けられています。 

こうした違いにもかかわらず、
ほぼすべての国が、倒産企業に
対しゴーイングコンサーン（継
続企業）を前提に更生の機会を
与えるべく法整備に取り組んで
います。これは債権者にとって

も、清算より有利となる場合が
多い解決法です。調査対象国の
86%が、米国の連邦倒産法第11
章をモデルとしたり、ドイツの
自主再建制度（いわば「倒産計
画」）に倣ったりして、実行可
能な財務再建施策を検討してい
ます。この場合、企業はその財
務負担の軽減と財務再建を目的
とする計画を策定し、債権者の
合意を得ることになります。

再建に関する課題
しかし実務においては、倒産手
続きは結果として清算処理にな
るのが通例です。つまり債権者
に分配可能な資産を保全し、事
業を完全停止するのです。21カ
国のEcovisパートナーは、最も一
般的な倒産処理は清算であると
回答し、ゴーイングコンサーン
前提の再建と構築を選択肢とし
て挙げたのは8人にすぎませんで
した。

この問題は本源的なものである
とも言えます。多くの場合、倒
産企業は財務的に行き詰まり、
あるいは資産を押収されるた
め、再出発して成功する確率は
わずかしかありません。多くの
場合、経営者やパートナーある

いは債権者自身が、企業
を存続させることに伴う
難題を避け、さらにリス
クを背負うよりも当面の
苦境に耐えて一切を清算
することを選択するので
す。企業再建の道筋を定
めた倒産計画を作成する
には、清算人の専門能力
と当該企業の経営能力が
大いに必要となります。

また、手続き上のハードルを超
えることも課題となります。例
えば英国では2つの再建型倒産手
続がありますが、そのうちの1
つはまず使われることがありま
せん。それには債権者の75%の
同意と裁判所の承認が必要であ
り、たとえうまく事が運んで手
続きが開始されたとしても非常
に時間がかかるためです。

一方、ドイツでは2012年ドイツ
倒産法により、ゴーイングコン
サーン前提での自主再建計画の
採用が容易になるとともに、そ
の計画を個々の債権者が拒否す
ることが難しくなりました。

倒産に関する法的枠組み

理論と実務の乖離
法制には違いがあるものの、調査結果から一部共通する傾向が確認されました。

著者
モニカ・エステルカ
Monica.esterka@ecovis.com

「ほぼすべての国が、倒産企業に対しゴーイングコンサーン（継続企業）を前提に更生の機
会を与えるべく法整備に取り組んでいます。」
モニカ・エステルカ、ECOVIS Monica Esterka 法律事務所、ブカレスト

お役立ち資料
さらに詳細をご希望の場合、 
www.ecovis.com/
legabaro2012から全体をダウ
ンロードできます。

 



中国に進出している外国企
業にとって2012年は変化

の年となりました。新たな法令
が制定され、中国当局が年次コ
ンプライアンス審査において課
税事業者が要件を満たしている
か確認することになったためで
す。とはいえ、これを企業の負
担がまた一つ増えたと捉えるべ
きではありません。むしろこれ
は、事業構造を最適化し、経費
を抑え、統制機能の発揮により
不正を排除する絶好の機会なの
です。本稿では中国の年次コン
プライアンス審査に関して留意
すべき主要な点をご紹介します。

年次コンプライアンス業務の概要

  第1段階：中国GAAPに基づく
年次法定監査

年次コンプライアンスの第1段階
は年次法定監査です。すべての
外資企業（駐在員事務所、外資
独資企業［WFOE］、合弁または
外商投資商業企業［FICE］）は年
次法定監査用に、中国GAAP（一
般に認められた会計原則）に基
づく貸借対照表、損益計算書、
キャッシュフロー計算書等の財
務諸表の作成が求められます。
財務諸表と関連経理書類は中国

で認可を受けた公認会計士事務
所の監査を受ける必要がありま
す。月次の記帳や経理事務が不
完全だと多くの問題が発生する
ため、監査の前に正しい会計処
理を行うことが必要です。
 
国際的な会計基準
国外に拠点を持つ外国企業に
は、グループ企業を連結した連
結財務諸表作成が求められま
す。そのため、その中国現地法
人は2012年12月31日までに、
財務諸表について国際監査基準
（ISA）に従った特別目的監査を
受けなければなりません。財務
諸表は本社の採用する会計原則
（国際財務報告基準［ IFRS］、

米国会計基準または香港会計基
準）に基づいて作成する必要が
あります。監査結果は通常の書
式もしくは本社が定めるレポー
ティングパッケージの形で報告
します。

 第2段階：外貨年度検査・監査
中国に進出している外国企業は
いずれも、2012年12月31日期
決算について「外貨年度検査」
（FCI）を受けなければなりませ
ん。この検査は認可を受けた公

認会計士事務所が行い、検査結
果は報告書にまとめられます。
この報告書は国家外貨管理局
（SAFE）による年次検査の際、
必要になります。各企業はSAFE
の規定に従い「外資企業の外国
人投資家持分報告書」の作成が
義務付けられます。

 第3段階：年次税務監査と申告
（タックス・クリアランス）
各外資企業は税務当局の要件に
従って年次税務申告を行う必要
があります。主な作業は年次の
法人税申告で、費用と利益を記
載し、課税所得または損失を確
定します。未払税の精算（クリ
アランス）も求められます。

 第4段階：年次統合監査
各外資企業は、会社登記の承認
を行う複数の関連当局（工商行
政管理局、中国商務部、財務
局、税関、税務当局等）による
年次統合監査を受けなければな
りません。それぞれの関連当局
が当該企業のコンプライアンス
状況を確認し、その承認を受け
て、外国企業は中国での事業を
継続することができます。

中国における税務コンプライアンス

事前準備がすべて
難題回避と事業改善のために、事前の計画を。

著者
リヒャルト・ホフマン
richard.hoffmann@ 
ecovis.com  

「税制コンプライアンスは単なる負担ではなく、事業構造を最適化し、経費を抑え、統制機能
を発揮させる絶好の機会となります。」
リヒャルト・ホフマン、パートナー、Ecovis北京、中国

駐在員事務所 合併/WFOE/
FICE

個人 日程

年次法定監査 
税務申告及び年度検査の前、
グループ監査の期日前

年次税務申告 2013年5月31日

外貨年度検査 2013年5月31日

年次統合監査 2013年6月30日

個人の年次所得税申告 2013年3月31日



英国のジョージ・オズボー
ン財務相は、強引な節税

対策を展開して法人税の減額を
進める多国籍企業に対し監視
を強化する方針を示唆しまし
たが、一方で英国歳入関税庁
（HMRC）が全面的な税務調査
を行うと予想されており、また
HMRCが「タックス・ギャップ 
（課税漏れ）」の解消を目指し
ていることから、中小企業がそ
のターゲットとなると見られて
います。

オズボーン財務相はメキシコで
開催されたG20サミットでドイツ
のヴォルフガング・ショイブレ
財務相と共同声明を発表し、こ
れまで英国で0%～2.5%の法人
税しか納めていないと伝えられ
ている、グーグル、アマゾン、
スターバックスやファイザー等
の企業が現在享受している法人
税の節税機会を減らす上で協力
を求めました。とはいえ、「大
企業」を追い詰めるには時間も
労力もかかるのに対し、中小企
業に狙いを定めるのは問題の「
即効薬」となる可能性がありま
す。2010-11年における英国のタ
ックス・ギャップは前年度比10
億ポンド増の320億ポンドにのぼ
ると推定されており、政府がこ

の問題の解決に向け917百万ポン
ドを充当しました。HMRCのリ
ン・ホーマー長官が自身の意見
として「大多数の誠実な企業を
支援し、脱税・納税回避や詐欺
を断固取り締まるために、我々
はさらに多くの対策を講じると
ともに、払うべき税金を払わな
い者を追及することに注力して
いく」と述べたのは驚くに当た
りません。

HMRCの新たな取り組みの一つ
が、ソーシャルメディア「ツイ
ッター」の活用です。当初、「@
hmrcgovuk」は納税者に納付期限
の到来を通知する目的で設定さ
れましたが、HMRCは個人が税に
関する様々な情報（近隣の脱税
行為の通報など）をツイートで
きるよう設定を変更しました。
ちょっとしたツイートがきっか
けとなり、油断している中小企
業の元にある日突然査察官が訪
れるということがあるかもしれ
ません。

HMRCではソーシャルメディアの
ほかに、iXBRL（「インラインの
拡張可能なビジネス報告言語」
の略で、財務データ記述の標準
言語）のタグ付け機能を使い企
業のコンプライアンスチェック
を行うことも可能です。確定申
告における不適切な数字です
ら、査察官が中小企業に出向く
十分な理由となり得ます。こう
した落ち着かない時代に、企業
はHMRCによる査察対象となる可
能性をどのように減らすことが
できるでしょうか。何より大切
なのは、すべての帳簿を正確か

つ最新に保っておくことです。
確定申告において十分な開示を
行い、また提出期日を厳守すれ
ば、「HMRCの書類提出基準を守
ろうと最大限努力している」と
の好印象をHMRCに与えることが
できます。

中小企業が査察官を遠ざけてお
くための一般的なヒントは以下
のとおりです。
  すべての会計帳簿とその根拠
となる書類を正確かつ最新に
保っておくこと。
 HMRCに対し法人税に関する
すべての書類の提出及び、法
人税の納付を適時に行うこ
と。
 源泉徴収税と付加価値税に関
する規則を遵守し、また納付
すべき税額を、適時に全納す
ること。
 法人税に関する書類において
十分な開示を行うこと。すな
わち、HMRCから質問される
可能性のある点について、事
前に明らかにすること。
 HMRCからのあらゆる問合せ
にできるだけ迅速に回答する
こと。期日に間に合わない場
合はHMRCに連絡し、時間が
必要な理由を説明すること。

 査察官も結局は人間であるこ
とを忘れないこと。書類の提
出及び／又は納税ができない
正当な理由がある場合は、査
察にやってくるまで待たず、
彼らと直接話し合うこと。

英国：税に関する問題の回避

有効な税務査察官対策とは
政府の税務コンプライアンス強化を問題としないために

著者
ピーター・オーウェン
peter.owen@ecovis.com   

「企業は厄介なHMRCによる監査対象となる可能性をどのように減らすことができるでしょ
うか。何より大切なのは、すべての帳簿を正確かつ最新に保っておくことです。」 
ピーター・オーウェン、ECOVIS Wingrave Yeats、ロンドン
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不動産取得税（一般的なもの）

住宅・共同住宅（土地を含む）の購入
企業からの購入（新築物件） 付加価値税（IVA）10% + 印紙税（AJD）1.2%～ 

1.5%

企業からの購入（中古物件） 資産移転税（ITP*）7%～8%または、例えば当該
物件が他の企業に売却される場合には付加価値税
（IVA）10% + 印紙税（AJD）1.2%～1.5%

個人からの購入（中古物件） 資産移転税（ITP*）7%～8%

建物敷地の取得
個人からの購入 資産移転税（ITP*）7%～8%

企業からの購入 付加価値税（IVA）21% + 印紙税（AJD）1.2%
～1.5%

その他の課税と費用
キャピタルゲイン税（Plusvalia） 通常1%～3%（各地域で承認された土地価格、住

民数及び保有期間による）

公証手数料 購入価格の1%～2%

土地登記簿への記載 約0.5%

*2013年に10%に引き上げられる公算が大きい


