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ECOVISではこのほど、欧州の22カ国およびチュニジア、中
国、日本、韓国におけるパート
ナーを通じ、外国人起業家と外国
企業が事業を開始する（販売組
織や製造拠点の設立等をする）
際に直面する様々な状況につい
ての調査を行いました。最初の設
問である「貴国で多くの外国企業
が採用している法的形態を二つ
挙げてください」との問いへの回
答は驚くほど一致していました。
事業所の設立では有限責任会社
（リミテッド・ライアビリティ・カン
パニー）が最も多く、この形態では、
出資者（パートナー）の会社に対
する責任は出資の範囲内に限定
されます。二位が株式会社（joint-
stock� company）、三位が法的従
属子会社（legal ly � dependent�
subsidiary）という結果となりまし
た（図表参照）。

対照的に、最低資本金に関する規
制と（予想されたように）税務会計
上の取り扱いについては国によっ
て大きな違いが見られました。た
だし幸いながら、いずれの調査対
象国でも一般的な原則として、外
国人による企業資産の所有は最
大100%まで認められています。

調査対象26カ国のすべてにおい
て、法的形態にかかわらず、商業
登記簿または法人登記簿への登
記が義務付けられています。外国
からの新規参入者が事業所を設
立して登記を完了するのに要す
る時間は国によって異なり、１日
で終わる国や3カ月かかる国があ
ります。登記の所要時間が最も短
いのはポルトガルです（エクスプ
レスサービスを活用した場合）。
同国における標準的な手続きで
は、独自の定款を作成し、公証人
または弁護士に事務手続きを依
頼する場合、一週間で終了します。

法定の最低資本金の額も大きく
分かれています（図表参照）が、こ
れは単に通貨の相対的価値の問
題ではありません。例えばフラン
ス、韓国とキプロスでは有限責任
会社の最低資本金は定められて
いません。一方、オーストリアは最
低資本金の金額が最も高額の
35,000ユーロとなっているもの
の、半額以上を現金によって払い
込めばよいとされています。

出資者（パートナー）の最低人数
については、調査対象国の大半
は有限責任会社であれ株式会社
であれ１名で足りるとしています
が、中国、トルコ、ノルウェーおよび
（一般原則として）マルタの4カ国
では、有限責任会社の設立には2
名以上の株主が必要です。株式
会社については、中国では2名、ト
ルコでは5名、チュニジアでは7名
もの設立者が求められます。

筆者
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リスク限定のために好まれる選択
海外での事業において選ばれる法的形態 1)

1) 回答数：最も好まれる形態として2つ挙げるよう求めたが、
 調査対象の26カ国中5カ国が1つしか挙げなかった。
2) フランスでは簡易株式会社（SASおよびSASU）
3) ノルウェーの「外国会社」（NUK）とドイツの合資会社
   （KG、リミテッド・パートナーシップ）
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大きな相違
有限責任会社の最低資本金 1)
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「朗報：いずれの調査対象国でも一般的な原則として、外国人による企業資産の所有は最
大100%まで認められています。」
アルトゥール・リマージック

パートナー、ECOVIS System Rewident、ワルシャワ、ポーランド

お役立ち資料:
さらに詳細をご希望の
場合、特に課税につい
て詳しい説明がご入用
の場合は、www.ecovis.
com/lb2011から全体を
ダウンロードできます。

法制のしるべ

外国で事業を始めるには
各国の法制を調査した結果、外国人が事業を始めるに当たっての要件に大きな違いと同時に共通点も見られた。



フランスの元老院（上院）と国
民議会（下院）を異例の速さ

で通過したいわゆる「2011年度
第二次改正財政法案」は、企業の
キャッシュフローに大きな影響を
与えると目されています。法案の
成立には憲法裁判所の承認が必
要ですが、承認されることはほぼ
間違いありません。国会議員によ
ると、同法案はドイツが導入した
税制に触発されたところが大きい
ようです。ドイツの税制は企業によ
る繰越欠損金の使用を厳しく制限
しており、フランスではこれを様々
な形で実施することになります。

 ����税務上の欠損金は引き続き無
期限に繰り越すことができる
ものの、各事業年度の課税所
得に対して使用可能な欠損金
の上限が100万ユーロ（当年
度課税所得が100万ユーロを
超える場合には、100万ユー
ロにその超える部分の金額の
60%に相当する額を加算した
金額）に引き下げられます。従
来、フランス企業は一事業年
度の課税所得に対して税務上
の繰越欠損金を無制限に使用
することが認められていました。

 �税務上の欠損金の繰り戻しに
ついては、従来は3年間まで認
められていましたが、新制度で
は欠損金が発生した事業年度
の直前の事業年度のみが対象
となります。また、企業は現事
業年度分の法人税申告を行う
前に繰戻し選択の申請を行わ
ねばなりません。

これらの施策により、企業に義務
付けられている従業員への利益
分配金にも影響が及ぶことはまず

不可避でしょう。なぜならこれは
利益分配金の額は課税所得に応
じて決定されるからです。さらに、
フランス政府は新たな社会保障
財政法案を通じて、企業による利
益分配金固定負担率（Forfait　
social）を現行の6%から将来的に
8％に引き上げることをすでに決
めています。

一方、繰越欠損金に関する新規則
により繰延税金資産も自動的にマ
イナスの影響を受けるわけではあ
りません。これは欠損金の繰り越
し自体は引き続き無期限に認めら
れるためです。実際の影響の度合
いは、企業がその事業内容に応じ
た期間中に繰越欠損金の使用を
可能にする事業計画を策定でき
るかどうかによって決まります。

このほか、フランスの税制改正に
おける重要事項として次の点が挙
げられます。

 ����フランス議会は証券の売却に
よる長期キャピタルゲインに
係る経費率を5～10%引き上
げました。これは2011年1月1
日以降開始事業年度に適用さ
れます。

 �新たな段階的控除により、不動
産キャピタルゲイン課税（主用
途が住宅であるものを除く）は
以下のように計算されます。

•� �保有期間が5～16年の場合、
2%の軽減

•� �保有期間が16～24年の場合、
4%の軽減

•� �保有期間が24年超の場合、8%
の軽減

このため、現行では保有期間が15
年を超えれば非課税となるのに対
し、新制度では30年を超えないと
非課税になりません。2012年2月
1日以前に売却した不動産につい
ては現行の税制が適用されます。

フランス政府は公的債務の削減
に向けて追加措置を実施していま
す。特に、配当所得と利子所得に
対する源泉分離課税（PFL）が
19%から24%に引き上げられます。
また、付加価値税の軽減税率が、
食品とエネルギー、および障害者
向け製品・サービスを除き5.5%か
ら7%に引き上げられる予定です。

税制改正

フランスが欠損金の繰越控除を制限
包括的な緊縮措置の一環として、繰越欠損金に制限を加える新税制をフランス上院が可決

筆者
ジェラール・ベナズラ（左）
公認会計士、法定監査人、
パートナー
ECOVISフランス、パリ

「企業は当事業年度分の法人税の申告を行う前に欠損金繰戻し選択の申請を行わなけれ
ばなりません。」
ジェラール・ベナズラ、パートナー、ECOVISフランス、パリ
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欧州司法裁判所（ECJ) 
は 欧 州 域 内 で の 役 務
提供取引に対する付加
価 値 税 の 納 税 義 務 者
について決定を下しま
した。

ドイツ連邦財政裁判所
は、EU域内の役務提供

取引に係る付加価値税のリバースチャージ方式の
適用の監督手続きの一環として、欧州司法裁判所
（ECJ）に対し、「国外で開業している課税事業者は、
そのことをもって国外を拠点とする課税事業者とみ
なされるのか、あるいは他の条件、すなわちかかる
事業者がドイツの居住者ではないという条件が満た
されることが必要なのか」との問題に判断を求めま
した。

これに対しECJは、課税事業者を判定する上で決定
的な要因はサービス事業の実際の所在地（登記簿
で証明）と、取引を行うための恒久的施設の有無で
あると判定しました。納税者の居住地や通常生活す
る場所といった要素は、事業の所在地に関する重要
な情報がない場合にのみ考慮されます。

ECJによると、課税事業者を「当該国の領域において
拠点を有しない課税事業者」とみなすには、事業を
行う場所が国外に所在するというだけで十分であり、
その場合、当該課税事業者は他のEC加盟国の企業
に対して提供する役務について付加価値税を加え
ずに請求書を発行し、当該請求書に「納税義務者は
本役務受益者である」と記載すればよい（リバース
チャージ方式）とのことです。

ハンガリーは不動産市場の活性化に向けて、多くの
先進国の例に倣って不動産投資信託（REIT）を導入
しました。

REITとはオフィス、ショッピングモールや大規模店
舗、ホテル、賃貸集合住宅、高齢者向け住宅などで
構成されるポートフォリオを保有するインカムトラス
ト（所得信託）です。他のインカムトラストと同様に定
期的に分配金の支払いを行っており、またその投資
口価格も過去10年にわたって着実に上昇してきま
した。多くの国において所得信託税がほぼ免税とさ
れたこともREITの魅力をさらに高めました。

ハンガリーの立法府は商業用不動産と住宅の取引
の活発化に向けて取り組んでいます。そのため、
REITを立ち上げることにより法人税（19%）と地方
事業税（2%）の支払いが免除され、また土地購入税
が軽減（2%まで）されることになります。

REITは法人の新たな法的形態とみなすのではなく、
むしろ、多くの特典を付与された新たなタイプの法
人格と捉えるべきです。REITの資格を有しうるのは
株式会社のみで、ハンガリー国家税・関税庁（NAV）
に登録する必要があります。申請者は以下の要件を
満たさなければなりません。

 ����資本金が100億ハンガリーフォリント以上である
こと。

 ����事業活動が不動産の取得、譲渡、賃貸および不
動産物件管理に限られること。

 ����公開株式の比率が25%以上であること。

 ����株式のうち、公開株式の比率に相当する部分が
証券取引所に上場されていること。

 ����金融機関と保険会社による株式保有比率が10%
を超えないこと。

 ����収益の90%超を分配すること。

REITは免税措置がある点で魅力的な投資形態とい
えますが、なぜもっと早く創設が認められなかった
のか、またREITがいかに不動産市場の活性化に貢
献できるかという点で疑問が残ります。

他国のREITは、経済の減速と世界金融危機により厳
しい状況に置かれています。そのため、ハンガリーで
REITがどのようなパフォーマンスを示すかについて
はまだ分かりません。

REITは順調に成長するか？

付加価値税の課税地の決定

筆者
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マネジャー、ECOVIS LAパー
トナーズ
ブラティスラヴァ
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「付加価値税については、事業を行う場所が国外に所在すれば、自国に拠点を有
しない課税事業者とみなされます。」
Ing. ドロータ・コスペローヴァ、マネジャー、ECOVIS LAパートナーズ、ブラティスラヴァ、スロヴァキア共和国

お役立ち情報:
ECJの決定と本件につい
てさらに詳しい説明が
ご入用の場合は、www.
ecovis.com/slovak411
から全文をダウンロード
できます。



2008年委任立法令第81号（2009年委任立法令第1�0�6
号による修正を含む）により、雇
用者は安全性の要件を満たす主
たる責任を負っています。漁船、
鉄道・航空輸送、刑務所など特別
法で規制されている業界を除き、
あらゆる分野の事業会社に対し、
リスクの種類を問わず同一の規
制が適用されます。

要件と義務は、契約期間や労働
時間数とは関係なく企業の従業
員数（季節労働者、パート、プロ
ジェクトワーカーを含む）に応じ
て異なります。

リスク評価
2008年委任立法令第81号の第
28条と第29条に基づき、企業は
リスク評価を実施して、労働者が
それぞれの具体的な労働環境に
おいて直面する危険やそのリスク
の度合いを評価することが求めら
れます。こうした分析は雇用者の

責務であり、委託や外注は認めら
れません。また、雇用者は労働者
評議会（rappresen tan t e � de i�
lavoratori、RLS）の代表と協議を
行うことも義務付けられています。

従業員数が50人未満の企業は、
労働者が特定のリスク要因にさら
されていない場合、常設諮問委員
会により策定された職場での安
全衛生に関する標準手続きに基
づきリスク評価を行うことが認め
られています。

雇用者は安全責任者（Preposto）
を任命して責任を分担することが
できます。安全責任者は会社によ
る法律上の義務の遵守に対して
責任を負います。なお安全責任者
は違反が発生した場合にライン
マネジャーに通知するとともに、リ
スクの高い区域について、適切な
訓練を受けた従業員以外の者が
アクセスしないよう万全の措置を
講じなくてはなりません。

健康診断
イタリア法では、特定の労働者に
ついては雇用者の費用負担によ
り健康診断を受けさせることを義
務付けています。代表的な例とし
ては生物剤や化学薬剤といった
有害物質にさらされている労働者
が挙げられます。さらに、雇用者
は各労働者に対し安全衛生に関
する手順について十分な訓練を
受けさせる義務があります。

これらの規則に違反した場合、特
に違反の結果怪我や死亡に至っ
た場合は、責任ありと判断された
経営幹部に対し重い処罰や罰金、
さらには禁固が課せられることが
あります。たとえ軽度の違反で
あっても高額の罰金の対象になり
得ます。安全に関する重大な違反
を繰り返した場合は、当局が全社
または子会社の閉鎖を命じること
があります。

労働環境

職場の安全性のさらなる向上に取り組むイタリア
イタリアでは職場における安全衛生は非常に重視され、業務関連のリスク削減は雇用者の責任とされる。

労働者の身体的・精神的尊厳の保護については、絶対原則としてイタリア憲法で保証されています。

筆者
ファブリツィオ・ビアンキ・シ
アホルツ
弁護士、ミラノのECOVISパー
トナー

「雇用者はリスク評価を実施し、労働者に及ぶリスクと危険性を測定することが求められ
ます。」
ファブリツィオ・ビアンキ・シアホルツ、ECOVIS ビアンキ シアホルツ、モンターニ・アンド・パートナーズ、ミラノ、イタリア
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