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1Doing Business in Russia

序文
読者の皆様へ
当冊子では、ロシア経済の概略を説明し、ロシアでのビジネスを計画中の方々にとって重要
な税務・法務に関する情報を紹介しています。また、特別経済区への投資のメリット、現在
のイノベーション（革新）と経済の近代化の状況についても簡単に紹介しています。
ロシアの税法及び民法は絶えず改正されており、単純な質問に対しても明確な答えが得ら
れないこともめずらしくありません。したがって、法律を解釈する際には裁判所の判例等を参
照することが重要です。
記載している情報は断りがある場合を除き2017年4月1日現在のものです。また、当冊子
は特定の人物または状況に対する税務または法律上のアドバイスを提供するものではあり
ませんので、個別の事案については、ロシアにおける事業活動の経験豊富なアドバイザーに
専門的なアドバイスを求めることを強くお勧めします。

KPMGについて
KPMGは、監査、税務、アドバイザリーサービスを提供する専門家の世界的なネットワークフ
ァームです。 KPMGは189, 000人以上の専門家を擁し、世界152ヶ国でサービスを提供
しています。KPMGはロシアで26年以上サービスを提供しており、CIS域内7カ国にわたり
21の事務所に4,500人の専門家が所属しています。
近年、KPMGロシア・CISは、世界のKPMGの中でも特に著しい成長を遂げていま
す。KPMGロシアは2009年から2016年まで、専門格付機関により監査サービスの
No. 1ファームとして評価されました。また、KPMGロシアはInternational tax Review 
Magazineにより、2012年から2013年までTax Firm of the yearに、2016年には
Transfer Pricing Firm of the yearにそれぞれ選ばれました。
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4 Doing Business in Russia

ロシアの紹介
ロシアの概要

首都 モスクワ

国土 17百万平方キロ

人口(2014年) 146百万人弱

百万人都市 15

地域数 85

大統領 ウラジーミル・プーチン

首相 ドミートリー・メドベージェフ

通貨 ルーブル(RUB)

Moscow

4 Doing Business in Russia

イノベーション（革新）の促
進と経済の近代化

ロシア経済は2014年の危機に直面し、この
数年間厳しい環境下にあった。原油価格の
暴落や経済制裁により、ロシア政府は経済
を発展させるための新たな道を模索せざるを
得ない状況となった。
大統領とロシア政府の双方がこの危機を脱
するという目標を達成するための支援を行う
ことを表明し、ロシア政府は主要な予算基
金を経済発展のためにつぎ込んだ。その主
要な使途は輸入代替促進とロシア国内での
内製化を目的としたものである。ロシアは最
近この目的を達成するための多くの重要な
施策を講じている。
2014年12月31日に施行された連邦法
No488-FZ 「産業振興施策」にはロシア経
済への投資を検討する企業に対する政府の
重要な支援策が規定されている。そのほとん
どが税制優遇、補助金の支給、事業拡大
のための財政支援、輸出支援、及び政府
調達への関与の簡素化という重要な優遇
策となっている。
連邦レベルで設定された特別な仕組みや
機関により、投資家は幅広いインセンティブ
の適用を受けることができる。これらには特
別投資契約（SPIC）、特別経済特区

（SEZ）、優先的発展区域、スコルコボイ
ノベーションセンター、及び投資家を支援す
る地域法が含まれる。 
特別投資契約（SPIC）は連邦が支援す
る仕組みであり、新しいインセンティブを提供
するものとして2015年に法制化された。これ
はロシア経済における製造業や革新的な産
業分野の発展を促進する、また生産現地
化を検討する国外投資家の投資を呼び込
むことを目的とした仕組みである。
特別投資契約（SPIC）は施行から僅か
1年を超えたばかりの制度であるが、既に高
い関心を産業界から得ている。特別投資契
約（SPIC）の適用を受けると、税制優遇
の恩恵を受けることができ（一定の条件を
満たせば10年間法人所得税が0%まで減
額される）、政府への認可合意や税制優
遇の申請に係る手続が簡素化される。
ロシア国内において生産設備を新設又は近
代化することが投資家にとってSPICを適用
するのための要件となっている。新たなハイテ
ク製品の開発や世界最先端の技術に基づく
競争力のある生産プロセスの新設又は近代
化を促進するような有望なプロジェクトに財
政支援を行うため、SPIC制度を担保する
産業発展ファンドが産業貿易省により2014
年に創設されている。
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5Doing Business in Russia

さらに、イノベーションや発展を促進するため、
ロシア政府は多くの税制優遇を研究開発企
業に提供している。これらの優遇策には減価
償却費の割増償却や社会保障負担率の低
減なども含まれている。
近年、ロシアはOECDが採択した標準的
な国際税務の取り扱いに準拠し、多くの注
目すべき税制改革を進めている。OECD

が提唱する支配下外国企業（CFC）や
移転価格税制、受益権者（Beneficial 
Ownership）概念の適用、および税務上
の居住者の決定方法は全てロシアの税制に
取り入れられている。ロシアは最も近代的か
つ経済的に発展した国になったうえで、この
ような国際的な組織に仲間入りすることを目
指している。

Moscow
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特筆すべきロシアの特徴 

ロシアは17,075,400平方キロメートルという世界で最も
大きな国土を有し、その面積はおよそ冥王星とほぼ同等と
言われている。

シベリア鉄道は世界で最も長い鉄道路線であり、モスクワ
からウラジオストクまで9,298キロメートル、8つの標準時差
帯、87の都市・居住区、ボルガ川を含む16の河川にまた
がっている。

シベリア地区のバイカル湖は世界で最も深い湖であり、23
立方キロメートルという最も多くの新鮮な水を有する。バイ
カル湖の貯水量は世界の主要な河川、ボルガ川、ドン川、
ドニエプル川、エニセイ川、ウラル川、オビ川、ガンジス川、
オリノコ川、アマゾン川、テムズ川、セーヌ川、オーデル川の
年間の流水量とほぼ同等である。

ロシアは12の海に面する唯一の国である。

シベリア地域は9,734,300平方キロメートルで、世界全
体の約9％の面積を占めている。

ロシアの国境は16の国、ノルウェー、フィンランド、エストニ
ア、ラトビア、リトアニア、ポーランド、ベラルーシ、ウクライナ、
ジョージア、アゼルバイジャン、カザフスタン、中華人民共和
国、モンゴル、北朝鮮民主主義人民共和国、日本、アメ
リカ、に面している。 

ロシアの人口の4分の3は都市部に居住しており、5大都
市は、モスクワ、サンクトペテルブルグ、ノボシビルスク、エカテ
リンブルグ、ニジニノブゴロドである。

ロシアは天然ガス、泥炭、木材、塩、飲料水、蟹、チョウザ
メ、錫、亜鉛、チタン、ニオビウム、ニッケル、鉄鉱石、ダイヤ
モンド及び銀の埋蔵量（潜在的保有量）が最も多い国
である。ロシアは石油・ガスの生産量、鉄や一次アルミニウ
ム、窒素肥料の輸出量では世界一となっている。

17,075,400 
km2

Pluto

Largest country 
in the world

Longest railway 
in the world

Deepest 
lake in the 

world

Surrounded  
by 12 seas

Siberia’s area = 9%
of the world’s land

Russia borders

16 countries

Three quarters 
of Russians live 
in cities Huge 

natural 
resources
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ロシアでの生活と仕事： 
お役立ちアドバイス

ロシア語を学ぶ。 
日常生活でのコミュニケーションだけではなく
（露店商、ウェイター、店員の多くは英語を話さ
ない）、仕事上でも役に立つ。会議では英語
を使うか通訳を介する場合でも、どのように訳さ
れているか、また訳されなかった内容を知っておく
ことは重要である。

個人的な関係を築く。 
これはロシアでビジネスを行う上では極めて
重要である。すぐにビジネスに結び付くわけ
ではないが、常に社交的で信頼できる人
物でいることは重要である。

治安は比較的安全。 　　　　　　
街中での治安に関しては、モスクワは欧米の他の
主要都市と同程度もしくはそれ以上に安全であ
る。ただし、他の主要な西欧諸国と同様に、夜遅
くに郊外を出歩くことや、熱狂的なサッカーファンの
集団に近づくことは控えた方がよい。

交通には注意。 
駐在員は自分自身や子供のために
運転手を選ぶ際には慎重に、有能で
非常に我慢強い運転手を選ぶ必要
がある。駐在員が自ら自動車を運転
する場合または歩く場合、違法または
予期せぬ運転をするドライバーが多く
いるため、この点に十分注意する必要
がある。

適格な医療サービスが
受けられる。 
ロシアには有能な医師は多数いる
が、駐在員は英語や自分の母国
語を話す医師を選ぶことが多い。
モスクワやサンクトペテルブルクに
は、外国人医師や海外で訓練を
受け、外国語を話す医師を多く抱
える欧米系の医療クリニックがいく
つかある。食事は美味しい。 

モスクワやサンクトペテルブル
クには（そして他の場所に
も）質の高いレストランがたく
さんある。

異民族に対する抵抗がある。
ロシアでは依然として人種差別的な行動による事件が生じている。外見的にロシア人に見えない人は、公共
交通機関を利用しているときなど特定の状況では特に注意が必要である（一人にならない）。

—   ロシアに家財を持ち込む場合は、関税同盟の同意書に
記載された範囲内であれば関税免除が適用される。

—   他の駐在員を通じて信頼のおける家政婦（英語も話
せる）を容易に見つけることができる。

—   モスクワとサンクトペテルブルクには（他の一部の都市
にも）、駐在員の子女向けに英語、ドイツ語、フランス
語、日本語、他の言語で授業を行う学校がある。ただ
し、自国と比べると学校やカリキュラムの選択の幅は限ら
れる可能性がある。

—   駐在員は（「高技能専門化向け」ビザを持っている人を除く）、
国外やロシアでの居住地以外の場所に旅行する場合は毎回、登
録あるいは登録解除をする必要がある。  

—   特定の請求書については、特定の銀行へ出向き現金で支払う必
要がある。ATMも利用可能である。

—   車の登録は、1日から2日要する。また、運転手や他の個人
が駐在員の代わりに登録を行う場合は、委任状(power of 
attorney document)は必要であり、年２－３の更新が必要
である。

滞在する場合 よくある問題：

上記はロシアにおける生活のすべてをカバーしているわけではないが、滞在が長期にわたる場合でも駐在員がロシアで安全に、問
題なく、幸せに生活できることが示されている。

© 2017 KPMG. KPMG refers JSC “KPMG”, “KPMG Tax and Advisory” LLC, companies incorporated under the Laws of the Russian Federation, 
and KPMG Limited, a company incorporated under The Companies (Guernsey) Law, as amended in 2008.  All rights reserved. 



8 Doing Business in Russia

Rostov-on-Don

ロシアでの
事業の始め方
ロシアで事業を開始する際の
法的形態
投資家はロシアでの事業の法的形態を選
択する際、問題に直面することが多い。以
下、それぞれの形態について述べる。
 – 直販

 – 販売代理店契約

 – 駐在員事務所または支店

 – ロシア子会社

直販
関税同盟（特にロシア）内の顧客に対し
海外から直接物品を販売する外国法人
は、ロシアでの課税対象にはならず、いかな
る企業形態の拠点もロシアに設立する必要
はない。輸入した物品の通関手続や、関税
及び税金（輸入付加価値税、物品税）
ならびに通関手続費用の支払いは、ロシア
の顧客によって行われる。
輸入関税率は、ロシア、アルメニア、ベラルー
シ、カザフスタン、及びキルギスタンの関税同
盟による統一関税率表（UCT）で設定さ
れている。通常、関税率は5%から20%の
範囲で設定され、ロシアから最恵国待遇を
受けている国からの輸入品に対して、最恵
国税率が適用される。物品が最恵国待遇
を受けている開発途上国から輸入される場
合、関税率は軽減されることがある。輸入付
加価値税は輸入品の関税評価額に対して
課せられる。
ロシアで製造されていない技術機器をロシ
アに輸入する際には、輸入付加価値税は
免除される。技術機器が関税同盟国に輸
入される場合は、一定の要件を満たすこと
を条件として、輸入関税が免除される場合
がある。

一般的に、関税同盟国へ輸入される物品
の一部は非関税規制の対象となる（例、
証明書、ライセンス、見積価格など）。現
在、関税同盟及びロシアにおいて、非関税
規制に関する法律を整備中である。
通関手続のための費用は、関税当局が
実施する費用に応じて設定されている
が、30,000ルーブルを超過することはない。
輸入車に関して廃棄税の支払が課せられ
ている。当該廃棄税の税率は、エンジンの
排気量、車両重量と乗員可能人数により
異なる。
2012年よりベラルーシ、カザフスタン、及びロ
シアが単一経済圏を形成し、2015年にア
ルメニア及びキルギスタンが加盟した。現在、
これら5ヶ国の経済は関税同盟の時よりも密
接に統合され、物品、サービス、資本、労働
力の移動の自由化、及び法人の平等な取
り扱いが保証されている。
2012年において、ロシアはWTOに加盟し、
正式なメンバーとなった。WTO加盟の中
で、ロシアは、様々な業種に係る経済や国
際間取引に関して下記のようなコミットをし
ている。
 – 特定の製品に関する輸入関税の引き
下げ

 – 一定期間経過後、外国保険会社の支
店をロシアに開設することを認める

 – 国際標準に基づき技術規制を簡素化
し、発展させる

 – カリーニングラード及びマガダンの特別経
済区において投資家への税制優遇措置
を経過的に認める

 – 現状の工業製品の組立規制が有効とな
るまでの間、2018年6月1日まで経過期
間を設ける

 – ロシアによる国際取引規制の透明性を一
定程度保証する

8 Doing Business in Russia

© 2017 KPMG. KPMG refers JSC “KPMG”, “KPMG Tax and Advisory” LLC, companies incorporated under the Laws of the Russian Federation, 
and KPMG Limited, a company incorporated under The Companies (Guernsey) Law, as amended in 2008.  All rights reserved. 



9Doing Business in Russia

 – 農業セクターに対する補助金は2012年
は90億米ドルとし、当該州政府の補助金
を毎年減少させる

販売代理店契約

外国法人はロシア企業と販売代理店契約
を締結し、ロシアで物品を販売することができ
る。この場合、外国法人はロシアでは課税さ
れない。輸入した物品の通関手続や、関税
及び輸入付加価値税の支払いは、ロシアの
販売代理店によって行われる。販売代理店
契約は、独占禁止法の観点からは「垂直的
協定」と見られる。販売代理契約は、独占
禁止法に従う必要がある。

駐在員事務所または支店
外国法人は駐在員事務所または支店という
形態でロシアに拠点を設置することができる。
駐在員事務所及び支店はロシア法人では
なく、外国法人の一部分であるため、外国の

本社が駐在員事務所または支店の義務及
び行為に対して無限責任を負う。駐在員事
務所は本店に代わり「予備的及び補助的活
動」を行う権限を与えられるが、一方、支店
は販売契約の締結を含む本社が行うすべて
の活動を行うことができる。しかし、ロシアの関
税当局は輸入物品についてロシア国内の最
終的な買い手を特定しようとし、外国法人の
支店が通関のために物品を申告する場合に
その申告を疑問視することが多いため、ロシ
アの支店が物品を通関させることが困難な場
合がある。
ロシアで事業を始めるにあたり、駐在員事務
所及び支店はロシア連邦税務当局（2015
年1月1日より認証機関となった）により認
証を受ける必要がある。連邦税務当局より
権限を与えられた機関が、外国の銀行及び
民間航空会社（これらの外国法人及びその
駐在員事務所は、それぞれ中央銀行及び
航空当局による認証を受ける必要がある）

を除く全ての外国法人の駐在員事務所及び
支店の認証を行う。
駐在員事務所及び支店を開設しようとする
外国法人は120,000ルーブルを登録費用
として支払う必要がある。一度認証を受ける
と、駐在員事務所または支店の有効期間は
無期限である。連邦税務当局より権限を与
えられた機関は認証にかかわる申請書をその
提出の日から25営業日以内にチェックする。
登録後（同機関より認証書が発行される）
、駐在員事務所または支店は地方税務当
局、連邦国家統計庁、及び社会保障基金
に対して登録の申請を行う必要がある。
銀行口座は税務当局及び連邦国家統計
庁へ認証・登録後に開設することができる。
駐在員事務所または支店の開設に要する
期間は、全ての必要書類の当局への提出か
ら６-９週間である。なお、開設プロセスにお
いては、準備、承認、そして多くの場合大量

Perm
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の書類の公証手続及びアポスティーユが必
要となるため、実際に開設に要する期間は
上述の期間より長くなることが多い。

ロシア子会社
外国法人は子会社を通じてロシアにおいて
事業展開ができる。ロシアでの最も一般的な
法人形態は有限会社（LLC、ロシア語では
OOO）及び株式会社（JSC、ロシア語で
はAOやПАО）である。有限会社の出資持
分はロシア証券法のもとでは有価証券とみ
なされない。一方、株式会社の株式は有価
証券とみなされ、ロシア中央銀行への登録が
必要となる。株式会社は公開会社（株式
が市場にて取引される）と非公開会社に分
類される。
外国法人がロシアで全額出資事業を行う際
には、有限会社を利用することが多い。有限
会社法の規定の多くは株式会社法の規定と
類似しているが、一部相違点もある。 
原則として、出資者（個人または法人）が
1人いれば有限会社及び株式会社を設立
することができる。ただし、単独の株主が保
有する法人が別の有限会社または株式会
社を100%保有する形で設立することはで
きない。

株式会社
株式会社は事業活動に必要な資金を調達
するために株式を発行する法人である。通
常、株主は株式会社の債務について責任を
負わず、株主の損失は出資持分の価値に
限定される。
種類株式の発行が容認されており、同一種
類の株式には同等の配当及び議決権が付
与される。
「公開株式会社」及び「非公開株式会社」
はいずれも、普通株式、優先株式、及び社
債を発行することが可能である。また、双方
とも法令上の報告義務及び監督機関による
規制の対象となるが、非公開株式会社への
開示要求はより緩和されている。
ロシア会社法の最近の改訂により株主間協
定が認められることとなり、出資者は同協定
により定時株主総会での投票義務の決定、
他の株主と投票オプションの調整、株式の譲
渡価格の決定、また株式会社の運営、活
動、再編、及び清算に関するその他の行為
の調整が行えるようになった。
株式会社の統治機関は、定時株主総会、
取締役会及び執行機関（一個人または合
議制）である。
執行機関は株式会社の日常業務を遂行
し、取締役会及び定時株主総会に報告す
る。
株主総会は、取締役会の提案または独自
の裁量に基づき、執行機関の権限を外部の
企業または個人に委任することができる。

有限会社

有限会社法の規定は株式会社法の規定と
類似している。 
有限会社の出資者は有限会社の債務に責
任を負わず、出資者の損失はそれぞれの出
資持分の価値に限定される。
有限会社の定款において、有限会社の出資
者による出資持分の第三者への譲渡を禁止
することが可能である。かかる制限が規定さ
れている場合、出資者はいつでも有限会社
から脱退する権利があり、当該出資者の出
資持分相当の資産を提供するよう有限会社
（あるいは残った出資者）に要求することが
できる。
有限会社の定款により、出資持分の譲渡を
制限する、または出資持分の譲渡に際して他
の出資者、もしくは有限会社の承認を要求す
ることができる。

経済的パートナーシップ

経済的パートナーシップという法的形態は革
新的活動（ベンチャー資本の提供を含む）
を行う会社のために設定された。
パートナーシップの設立には2人以上必要で
ある（パートナーシップには個人及び法人の
両方が参加できる）。経済的パートナーシ
ップの参加者数は最大で50人である。経済
的パートナーシップの参加者数が50人を超
えた場合は1年以内に株式会社に組織変
更しなければならない。
経済的パートナーシップの設立書類は定款
である。経済的パートナーシップの設立に当
たっては、パートナーは投資家の有する権利・
義務関係やその活動内容を定めるパートナ
ーシップのマネジメントアグリーメントを締結す
る必要がある。当該アグリーメントは、公証人
により認証・保管されなければならない。経
済的パートナーシップの株式資本は株式に
分割される。株式資本への出資は現金、有
価証券、財産権または金銭的価値のあるそ
の他の権利の形式で行うことができる。
パートナーはパートナーシップの経営への参画
及び利益と費用の配分を受ける権利を有す
る。利益と費用の配分は保有出資持分に比
例していなくてもよい。
株主の全員一致の決定により経済的パート
ナーシップの統治機関を選択する。パートナ
ーシップは、出資者、パートナーシップに対す
る各出資者の持分及びパートナーシップに帰
属する出資金を記載した出資者登録簿を
保持しなければならない。
経済的パートナーシップが破産し、保有する
知的財産が差し押さえられ、売却される可
能性がある場合、パートナーシップの出資者
の一部または全員がその債務を履行する必

要がある。 経済的パートナーシップに係わる
新しい法律は2012年7月1日から施行され
ているが、現在までのところ経済的パートナー
シップの設立数は限定的である。したがって、
商業活動の実務面及び経済的パートナーシ
ップの運営についてはまだ明確になっていない
部分がある。そのため、より一般的な有限会
社か株式会社の形態でロシアの子会社を設
立することが望ましい。

外国投資法
外国人投資家はロシア連邦での投資及びロ
シア領内で稼得した利益にかかる財産権に
ついて、一定の保証が与えられている。 
外国投資は連邦レベル及び地域レベルの両
方で規制されている。外国投資に関する連
邦法によれば、外国人投資家のロシアでの
事業活動に関する権利やロシアで獲得した
利益の処分に関する権利は国内投資家に
与えられる権利と同等でなければならない。
外国人投資家に対して特定の規制が設けら
れる場合もあるが、これらの規制は国民の健
康・権利・法律上の利益、または国家の防
衛・安全保障政策関連などの憲法秩序を
保護する上で必要な場合に限られる。 
一般的に、外国人投資家はロシア人投資
家と同様に扱われる。事業活動に関する規
制（許認可、通知、認可要件など）はロシ
ア法人及び外国法人の両者に適用される。 
外国人投資家はその権利と利益について完
全かつ無条件の保護が保証されている。ロシ
ア民法に基づき、外国人投資家は連邦当
局または地域当局による違法な行為または
不作為の結果生じた損失について賠償を受
ける権利を有する。 
ロシア連邦法または国際法で規定されてい
る場合を除き、外国人投資家または外国資
本による会社の財産は、国有化もしくは収用
により没収されない。
収用の場合、没収された財産の価値は外国
人投資家または外国資本による会社に返還
されなければならず、国有化の場合は国有
化された財産の価値と被った損失について賠
償されなければならない。
法律では、ロシア企業の株式資本の25%
超を保有する外国人投資家に対して、ロシ
アの法律が不利に変更された場合の保護を
規定している。また、優先投資プロジェクトに
参加している外国人投資家に対しても、プロ
ジェクトに対する当該外国人投資家の株式
持分比率にかかわらず、保護を提供してい
る。外国人投資家が保護される対象となって
いるものは以下のとおりである。
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 – 関税、連邦税率及び国家非予算基金へ
の拠出の変更に関する法律改正の影響
（一定の規制を受ける可能性がある）

 – 投資家の税負担を増加させる現行法の
改正の影響

 – ロシアへの外国投資に関して導入された
禁止及び制限事項の影響

プロジェクトへの投資開始日から7年間の投
資プロジェクトの回収期間中において、外国
人投資家はこれらの保護を受けることができ
る。

ロシア法令は外国投資家がロシアにとって戦
略的な価値がある会社（戦略企業）へ出
資することを制限している。主に、以下の事
業に属する企業が戦略企業とされる。

 – ロシア連邦にとって重要な土地における下
層土の探査及び鉱物資源の採掘

 – 航空宇宙産業
 – ロシア市場で自然独占化しているサービス
または独占的な地位を占める会社が提供
するサービス

 – 水産資源の捕獲
 – 水質気象学及び地熱プロセスならびに事
象をコントロールする活動

 – 核及び放射性物質の利用に関する活動 
 – 暗号化設備及び盗聴機器の使用に関
する活動

 – 軍事技術産業
外国の国有企業が戦略企業の支配を可能
とする取引を禁じている（例、戦略企業の
議決権株式（出資持分）の50%超の取
得、戦略企業の監督機関への出資等）。
ただし、外国の国有企業はロシア国家当局
からの承認を得ることによりいくつかの取引を
行うことができる（戦略企業の議決権株式
（出資持分）の5%超の取得（戦略企業
の種類によって異なる基準が設定されてい
る））。

その他の外国投資家（外国の民間企業、
個人、及び同外国企業・個人が支配するロ
シア企業）については、戦略企業の支配を
可能とするような取引の実施が容認されてい
る。ただし、かかる取引は関連する国家当局
の承認を得なければならない。

Krasnoyarsk
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その他の事業上の問題
許認可の要件
ロシアにおける特定の事業活動は許認可承
認機関により発行される特別な許認可証に
基づいてのみ実施することが可能である。許
認可の対象となる事業活動は以下のとおり
である。
 – 測量 
 – 医薬品業ならびに医薬品の製造
 – 武器及び軍事機器の開発、製造、補修、
販売及び取引

 – 海外及び国内の水路輸送及び貨物運送
 – 非常に爆発しやすい有害物質の使用
 – 産業用爆発物の製造、保管、使用及び
販売

 – 麻酔薬及び向精神薬に関連する活動
 – 教育活動

許認可は連邦レベル及び地域レベルで実施
される。
許認可を取得するためには、申請書を許認
可当局に提出しなければならない。
ほとんどの事業に対する許認可の要件は類
似している。 
許認可諾否の決定は通常、当局が申請書
及びすべての添付資料を受領してから45日
以内に行われる。一部の事業については許
認可に関する規則によりさらに短期間での諾
否が規定されている場合もある。
一般的に、許認可の有効期間は無期限で
ある。
許認可は事業の種類ごとに個別に発行され
る。法律で特段の定めがない限り、許認可を
別の法人または個人へ譲渡することは禁じら
れている。清算した場合及び組織再編によ
り、その活動が終了した場合（法的転換に
より他の組織形態へと再編された場合を除

く）、及び個人事業主の国家登録証の期
限が終了した場合、許認可は無効となる。
許認可を受けた事業者が許認可の要件及
び条件に違反した場合、許認可認証機関
はロシア連邦行政法で規定された手続に基
づき許認可を停止する権利を有する。規制
対象事業が適切な許認可なしに実行された
場合、政府の関係当局は当該企業の清算
命令を含め多大な罰則等を課すものと考え
られる。罰金及び結果は個別の状況によっ
て異なる。
特定の事業活動では許認可を得る代わりに
企業は独自の会員要件を設定している専門
的な自主規制組織の一員になることが要求
される（例、エンジニアリング、建設及び評価
サービス）。

土地所有権
ロシア連邦憲法に従い、土地は個人、国ま
たは地方政府が保有することができる。

土地のリース及び購入はロシア土地法によ
り規定されている。実務上は、複雑な手続
があるために、国または地方政府から土地の
所有権を取得することは依然として困難であ
る。また、特定種類の土地（農地や林地）
に対し、地域レベルでの特別な要件・ルール
が設けられている場合もある。しかし、建物の
所有者は同建物の敷地及び周辺の土地の
購入またはリースに対する独占権を有する。

一般的に、最長49年間にわたり土地のリー
ス契約を締結することが可能である（優先
購入権がつく場合もある）。国有財産をリー
スまたは取得するには（上記の独占権の行
使とは別に）、入札・競売での落札が必要と
なる場合がある。もし、不動産が強制入札の
手続きを経ずにリースまたは取得された場合
には、取引が無効となる可能性がある。

土地の所有に関しては、外国人や外国法人
はロシア国境に隣接した土地を所有できない
といった他の制限もある。加えて、農地の取

引及び関連する取引について、特別法によ
り規制されている。この法律によれば、外国
人、外国法人、無国籍者及びその他のロシ
ア法人（株式の50%超を外国人、外国法
人または無国籍者に保有されている）は、
農地のリースのみが認められている。

ロシアの地域及び特別経済
区
ロシアのほとんどの地域には、投資家のため
に税制優遇措置を適用する規則がある。現
在、投資優遇税制のほとんどは法人所得税
及び資産税に関するものである。投資優遇
税制は通常、投資プロジェクトの回収期間
内において認められ、プロジェクトの当初投資
金額を上回る金額の優遇措置を受けること
はできない。地域政府は優遇税制の付与に
関して追加条件を付すことができる（地域
住民の雇用、インフラの開発など）。 
特別経済区とは、居住者が一定の税金、関
税、及びその他の優遇措置の提供を受けな
がら事業を遂行できる限定された区域をい
う。特別経済区の居住者は特別経済区の
領域で事業を行う法人または個人事業主で
あり、特別経済区域内で事業活動を行うた
めの契約を締結し、特別経済区の当局に登
録される。
ロシア連邦で特別経済区の設立及び運用
は、ロシア、ベラルーシ、カザフスタン政府の間
で締結された協定*、連邦法No.116-FZ** 
及び特別経済区にかかる特定の連邦法によ
って規制されている。
自由経済区の設立、運営及び廃止は国の
法令（連邦法No. 116-FZ）で規定され
ており、同法は四種類の特別経済区を設定
している。
 – 技術導入特別経済区
 – 工業生産特別経済区
 – 観光レクリエーション特別経済区

Rostov-on-Don
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 – 港湾特別経済区
特別経済区の設定期間は49年である。
連邦法No. 116-FZ に従い、特別経済区
の居住者はそれぞれの特別経済区で規定さ
れた種類の事業のみを行うことができる。連
邦法No. 116-FZ にはそれぞれの特別経
済区で実施できる事業種類の包括的なリス
トが記載されている。
上記の特別経済区とは別に、カリーニングラ
ード州（2031年4月1日まで）とマガダン州
（2025年12月31日まで）に複合特別経
済区がある。これらの特別経済区の居住者
は特別法令により多岐にわたる種類の事業
活動を行うことができる。
現在、ロシア連邦では28の特別経済区が
運営されている。 
居住者資格を取得するために、申請者は希
望する特別経済区の要件を遵守しなければ
ならない。 
特別経済区の居住者資格を取得するため
に申請者が要求される主な要件は以下のと
おりである。
 – 申請者が特定の特区に登録すること
 – 事業計画及び投資プロジェクトに関して、
規定された期間内に一定量の投資が実
施されなければならない（申請書提出日
には実際の投資は必要ない）

 – 申請者は特別経済区外に支店または駐
在員事務所を登録することは認められな
い。カリーニングラード州とマガダン州の特
別経済区は容認されるが、同特別経済
区においても申請者の主要な活動は特
別経済区の領域内で実施されなければ
ならない。

現行法では、申請者の事業レピュテーション
や信用履歴についての制限はなく、また資本
の調達先に関する制限もない（すなわち、ロ

シア資本でも外国資本でも特別経済区の居
住者になれる）。
特別経済区の居住者は自由関税区域であ
る特別経済区に適用される関税ルールによ
り、関税の優遇措置を受けることができる。
当該措置は、特別経済区内における活動
内容を規定した関税協定により規制され、
一定の要件を満たすことを条件に、特別経
済区へ輸入された物品に係わる輸入関税
及び輸入付加価値税が免除される。
特別経済区の居住者は以下の税制優遇措
置も受けることができる。
 – 法人所得税率の軽減と法人所得税法上
の特定の費用にかかる有利な取扱い

 – 優遇措置期間中の資産税と土地税の
免除

連邦法No. 116-FZ には「既得権条項」が
あり、税制改正により納税者に不利な影響
が及びうる場合でも、かかる税制改正は連邦
法No. 116-FZに従って設立された特別経
済区の居住者には適用されないことが国家
によって保証されている。一般的に、この保証
は特別経済区での活動にかかる契約期間
中のみ有効である。
ロシアのほとんどの地域では、投資家のために
税制優遇措置を法制化している。

13Doing Business in Russia

*  「関税同盟の関税領域に関する自由（特別）経済区に関する問題及び自由関税区における関税手続」2010年6月18日付

* * 連邦法No.116-FZ「ロシア連邦の特別経済区について」2005年7月22日公布

© 2017 KPMG. KPMG refers JSC “KPMG”, “KPMG Tax and Advisory” LLC, companies incorporated under the Laws of the Russian Federation, 
and KPMG Limited, a company incorporated under The Companies (Guernsey) Law, as amended in 2008.  All rights reserved. 



14 Doing Business in Russia

Novosibirsk

© 2017 KPMG. KPMG refers JSC “KPMG”, “KPMG Tax and Advisory” LLC, companies incorporated under the Laws of the Russian Federation, 
and KPMG Limited, a company incorporated under The Companies (Guernsey) Law, as amended in 2008.  All rights reserved. 



15Doing Business in Russia

会社法

責任
(ⅰ)親会社の責任
一般に、株主の責任は会社に対して出資し
た資本金の額（未払額を含む）の範囲内
に限定されるが、会社が破産した際に親会
社の行為が子会社の破産の原因となった場
合、会社の債権者は「親会社の責任」を追
求する権利を有する。
親会社は自らの指示若しくは承認の上で、
子会社が行った取引に対しても責任を負う。

(ⅱ)支配している会社の責任
「支配している会社」とは広く定義され、持分
の保有に基づく支配だけでなく、親会社を含
む法人や個人がその法人に関する意思決定
や活動に影響を及ぼすことを可能にする、契
約上またはその他の関係を含んでいる。

登記
法人の登記には、当局への書類提出後3営
業日を要する。また、株式会社の場合には、
ロシア中央銀行への発行済株式の登記が必
要となるため、さらに6週間が必要である。外
国人投資家は一定の書類について認証、翻
訳、公証する必要があるため、登記に要する
時間が更に長引くことになる。 
「特急」会社設立サービスを利用することも可
能であるが、このようなサービスの利用には注
意が必要である。こうしたサービスを用いて設
立された会社は正式な手順を踏んでおらず、
多くの手続きが完了していない、または設立
に必要な書類がもれていることがある。この手
続不備が、登記書類の変更時に初めて発
覚することが多く、当初の登記手続の不備を
理由に税務当局が変更登記を拒否すること
がある。このような問題が発生するため、結果
として、解決までに通常の会社設立登記より
も時間と費用がかかってしまう可能性がある。

すでに設立されている休眠会社を取得すると
いう選択肢もある。しかし、どのような目的で
利用されていたかわからない会社を取得する
ことによって、税務上の債務などを負わされる
リスクが存在するため、推奨はできない。また、
株式会社の議決権株式の25％超及び有
限会社の出資持分の3分の1超の所有者が
変わる場合、連邦独占禁止局の事前承認
が必要となる場合がある。いかなる場合でも、
所有者の変更は登録が必要であり、その手
続には新会社を設立する場合と同じくらい時
間を要する可能性がある。

株主数または出資者数
原則として、有限会社及び株式会社は出資
者（個人または法人）が1人いれば設立す
ることができる。ただし、単独の株主が保有す
る法人が別の有限会社及び株式会社を設
立することはできない。
有限会社の最大出資者数は50人である。
有限会社の出資者数が50人を超えた場
合、当該有限会社は1年以内に株式会社
または生産協同組合として組織編成されな
ければならない。 法律上、株式会社の株主
数は制限されていない。

有限会社の最低資本金
有限会社の法定最低定款資本金額は
10,000 ルーブルである。

資本金の払込
有限会社の場合、定款資本金の全額は登
記日から4ヶ月以内に払い込まれなければ
ならない。
株式会社の場合、定款資本金の50％を登
記後3ヶ月以内に払い込む必要があり、国
への登記完了後1年以内に残りの全額が払
い込まれなければならない。

Krasnoyarsk
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銀行口座	
ルーブル及び外貨の銀行口座は、登記後に開設することができる。
口座を開設する際には、政府及び当該銀行の定める要件を満たす
必要がある。

設立費用（有限会社、株式会社）
有限会社または株式会社の株主（出資者）は、申請文書の提
出時に登記費用として4,000ルーブルを国に支払わなければならな
い。また、株式会社が発行する株式の登記を行う場合は、登記費
用として最高200,000ルーブルを支払わなければならない。これら
に加えて、書類の翻訳や公証に関する費用も発生する。文書の収
集、設立関連文書の作成、文書の提出に関して専門家に支払う
手数料は、有限会社の場合、7,000米ドルから10,000米ドル、株
式会社の場合、13,000米ドルから16,000米ドルである。(いずれ
もモスクワでの法人設立を想定)

純資産の状況
万一、有限会社または株式会社の貸借対照表上の純資産が事業
年度末で定款資本金を下回った場合は（設立後最初の2年間を
除く）、当該会社は以下のどちらかを実行しなければならない。
1) 純資産の増加

2) 純資産の金額を超過しない範囲での減資(但し、その際も法定
最低定款資本金を下回ってはならない)

有限会社または株式会社の純資産が法定最低定款資本金を下回
った場合、その会社は清算の対象となる。株主または出資者が自主
的に清算を行わない場合、政府当局は裁判所に清算を申し立てる
ことができる。その場合、債権者は契約の中途解除や即時履行及び
損失補償を請求することができる｡実務上は、会社が債務（租税債
務を含む）を履行している場合に強制的な清算が行われることは稀
である。

債務の資本転換
ロシアの会社法のもとで、債務の資本への転換は金融機関（銀行）
を除き有限会社及び株式会社の両方に認められている。 
有限会社の債務を資本に転換することができるのは２つの場合であ
る。1つ目は、有限会社が出資者に対して債務を負っている場合で、
出資者はその債務を追加の定款資本金と交換する。2つ目は、有限
会社が第三者に対して債務を負っている場合で、第三者は債務額に
等しい金額の出資持分と債務を交換する。
株主は、株式が私募により発行される場合に限り、株式会社に対す
る金銭債権を追加株式の購入により相殺することができる。

Novosibirsk
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会社清算
会社は、以下の事由によって清算することができる。
 – 定時株主総会／出資者総会における清算の決定 
 – 会社が重大な法律違反を犯したことを理由とする裁判所の決定
 – 会社の設立された目的が達成されないことを理由とする裁判所の
決定

 – 会社の存立期間満了または会社が設立された目的の達成（定款
にその規定がある場合）

会社の清算手続には、清算委員会の設立、マスメディアを通じた清算
に関する債権者への通知、債権者との清算、残存資産の株主/出資
者への配当、及び当局への登記の抹消がある。税務当局は税務登
録の抹消を許可する前に税務調査を行うことが多いため、税務登録
抹消手続が清算手続の完了を大幅に遅らせる原因となることがある。
清算委員会が設立された時点ですべての経営権が委員会に委譲さ
れる。
清算される会社に債務を弁済するための十分な資産がない場合は破
産手続が適用される。

破産
破産法は破産時における債権者保護と破産手続の概要を定めてい
る。破産とは、債権者による金銭上の請求をすべて満たすことができ
ない状態、または裁判所が認めた金銭上の債務を履行することがで
きない状態を意味する。金銭上の債務の期限が到来してから3ヶ月
以内にこの債務を履行することができない場合、法人は支払不能に
陥ったとみなされ、裁判所による破産宣告が行われる。
法人の債務金額が300,000ルーブル超となった場合は破産申立を
行うことができる。

再編
会社の合併、統合、分割、スピンオフ、転換は、民法、株式会社
法、有限会社法に基づき認められる。これらの様々な手法を同時併
用した再編も可能である。
かかる再編の実施には、ロシア税務当局による当該企業の税務調
査、または債務の中途解約や繰上返済の請求権を有する債権者に
対する書面による通知といった多くの手続を伴う。このため、再編には
個々の会社の状況次第で相当な時間と労力を要する場合がある。
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労働法

労働規制
雇用主と被雇用者との関係は主にロシア連
邦労働法典（労働法典）により規定され
ている。その他にも雇用関係に関する規則が
あり、これらには、全体または産業特有の規
則、内規、雇用主が採択した判例や法律が
含まれる。また、雇用主との労働協約（該
当する場合）や被雇用者との直接雇用契
約も含まれている。
被雇用者はロシア労働法に規定された権利
と便益を享受することができる。ロシア労働法
令は雇用契約の種類及びその締結、改訂、
解約の条件についても規定している。
労働法典では雇用契約による被雇用者の
労働条件は労働法に規定された内容に劣
るものであってはならないと定められている。
社会的パートナーシップ
労働法典では労働関係における「社会的パ
ートナーシップ」について定義している。社会
的パートナーシップとは被雇用者、雇用主、
国家及び地方当局間の関係システムと定義
づけられており、労働関係における被雇用者
と雇用主の利害を規制し、バランスをとること
を目的としている。主に以下の分野の利害が
規制されている。
 – 労働協約に関する交渉
 – 労働問題に関する相互協議
 – 会社の管理運営への被雇用者の参加
 – 裁判外紛争解決への全当事者の関与

労働協約
雇用主と被雇用者との間では労働協約を締
結することができる。いずれの当事者も労働
協約締結を希望しない場合、法律ではこの
協約の締結を要求していない。通常、協約
が締結される場合、労働組合が被雇用者を
代表する。雇用主側は、最高責任者または
最高責任者が権限を付与した代理人が代
表となる。

両当事者が独自に労働協約の内容を定める
ことは法律上認められているが、その内容は労
働法典に規定された最低条件より不利なも
のであってはならない。労働協約は、国家労
働局への登録が必要である。  

労働組合の役割
労働法典上、雇用主は特定の事項について
労働組合（存在する場合）の意見を考慮
しなければならない。ロシアにおける労働組合
は一般的に産業単位ではなく、企業単位で
組織される。

労働条件
被雇用者に対する保証
ロシア労働法では被雇用者のために主に以
下の保証を定めている。
 – 標準労働時間は週40時間以内である。
 – 時間外勤務は被雇用者に条件付で認め
られている。通常、時間外勤務は2日連
続で4時間を超えてはならず、年120時
間以内でなければならない。時間外勤務
に対する手当は、最初の2時間について
は通常の1時間あたり給与額の少なくとも
1.5倍以上で、それ以降の時間及び週末
ならびに就業日以外の日については少な
くとも2倍以上の金額が支払われる。被雇
用者は時間外勤務の代償として休暇の
追加取得を要求することができる。

 – 雇用主は被雇用者に対し、雇用契約で
規定されていない職務の遂行を要求す
る権利を有していない。ただし、事業上の
都合で必要となった場合、雇用主には1
ヶ月を超過しない一定期間に限り当該被
雇用者を別の業務に異動させる権利があ
る。被雇用者が書面で同意した場合、よ
り低い資格の職務に従事することとなる場
合がある。被雇用者が雇用主によって追
加的な職務の遂行を要求された場合は、
被雇用者の書面での合意及び関連書類
の作成が必要となる。

 – 被雇用者はロシアの祝日（14日間）
に加えて、年間で28日以上の有給休

Kazan
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Moscow

暇を取得する権利を持つ。職種によって
は、28日超の最低年次有給休暇が法律
で定められている場合がある。

 – 被雇用者は雇用主と社会保険基金から
賃金に基づく病気休暇給付金を受け取
る権利を持つ。給付金額は勤務期間の
長さに応じて賃金の60%～100％の範
囲で支払われるが、2016年においては１
日当たり1,772.6ルーブルを超えてはなら
ない。雇用主は雇用主自身の負担によっ
てより高い病気休暇給付金を支払うこと
ができる。

 – 勤務のかわりに労働組合役員としての責
務の履行、裁判所への出廷、投票及びそ
の他の国家的または社会的責任の履行
のために費やした時間に対する賃金が保
証される。

 – 一定の状況下における解雇手当が認め
られる。

 – 女性は出産前70日間（初産でない場
合84日間）、出産後70日間（出生時
において合併症の場合は86日間、双子
以上の多胎児出産の場合は110日間）
の出産休暇を取得する権利を持つ。

 – 出産休暇とともに、法令で定められた金
額の社会保障給付金も支払われる。特
定企業での勤務期間に関係なく、女性
は出産休暇前もしくはその直後のいずれ
かに年次有給休暇を取得する権利を持
ち、子供の3歳の誕生日まで育児休暇を
取得することができる。出産休暇期間中
及び子供が1歳6ヶ月になるまでは女性に
社会保障給付金が支払われる。特定の
状況下においては、父親、祖父母及びそ
の他の親類は育児休暇を取得する権利
を持つ。

 – 被雇用者は労働組合を組織し、会社経
営に参加する権利を有する。

 – 主要な労働組合は被雇用者の利益を代
表して雇用主と協議し、労働協約の条件
が遵守されていることを確認し、法令に従
い労働争議の解決に協力する。

雇用契約
労働法典に基づき、雇用契約には「絶対
的」条件（例：勤務地、勤務の開始日、
地位、勤務時間、給与及び給付金等）と「
追加的」条件（例：試用期間、秘密保持
等）が含まれていなければならない。 
雇用契約は以下の期間について締結するこ
とができる。
 – 無期限
 – 5年以下の固定期間

固定期間での契約は労働関係を無期限に
設定することができず、かつ特定の条件が満
たされた場合にのみ認められる。期限付きの
契約は、以下の被雇用者と締結することが
認められている。

 – 取締役、次長、会計責任者
 – 特定のプロジェクトのために設立された企
業に勤務する被雇用者

 – 非常勤の労働者（2つ以上の職を持つ
者）

 – 常勤の研修生
雇用主は各被雇用者と個別に書面による
雇用契約を締結しなければならない。契約
が締結された後、被雇用者は最高責任者の
指示を得て職場に就くことが可能となる。
ロシア労働法に基づく雇用契約の解除の原
因としては、下記の場合があげられる。
 – 両当事者による合意
 – 雇用契約期間の満了
 – 経営者側（下記参照）または被雇用者
側主導による労働契約の解除

 – 雇用主のオーナーや雇用主のマネジメント
や管理者の変更、または雇用主の組織
再編が原因で、被雇用者が勤務継続を
拒否した場合

 – 雇用主による配置転換が原因で、被雇
用者が勤務継続を拒否した場合

通常、被雇用者は会社に対する2週間前の
書面による事前通知により雇用契約を解除
することができる（ただし相互の合意があれば
それ以前に解除することができる）。期限付
きの雇用契約の場合は、負傷や身体障害に
より勤務を行うことができない場合、経営者
側が労働法、労働協約または雇用契約に
違反した場合、被雇用者側に妥当な理由

がある場合に被雇用者から契約を解除する
ことができる。また限定的ではあるが、被雇用
者は事前通知なしに雇用契約を解除するこ
とができる。
雇用主は以下のような限定的な状況におい
て契約を解除することができる。
 – 採用時に被雇用者が提出した文書内に
虚偽が認められた場合

 – 正当な理由なしに職務が継続的に履行
されなかった場合（無断欠勤、飲酒状態
での勤務、国家機密、営業上の機密、あ
るいは雇用主の機密内部情報の漏洩、
窃盗、労働保護義務の不履行等により
重大な損害を招いた場合等）

 – 会社の取締役または支店長が労働義務
に一回でも違反した場合

 – 財務上の責任を持つ被雇用者による背
任行為

ロシア労働法では下記の被雇用者に関し、
雇用主が一方的に雇用契約を解除すること
はできない。
 – 妊婦または3歳未満の子供を持つ女性
 – 14歳未満の子供または16歳未満の障
害者の子供を持つ独身女性

被雇用者が18歳未満の場合、雇用契約の
解除は未成年者に関する国家労働監視委
員会の承認を要する。
被雇用者がその地位に適格でないことを理
由に契約を解除することは非常に困難で、
そのためには雇用者の職務上の要求に対し
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て、被雇用者が履行できなかった事柄を実
証する必要がある。裁判所は不当解雇が
提起された場合、被雇用者の勝訴として処
理することが多いため、雇用者は可能な限
り被雇用者が自ら辞職するように務めること
が多い。

労働台帳
ロシア労働法は被雇用者が少なくともある企
業に5日間勤務し、その仕事が被雇用者の
主たる雇用である場合には、被雇用者ごとの
労働台帳を保管することを要求している。こ
れは被雇用者の生涯にわたり各個人の雇用
履歴を記録した基本的かつ重要な文書であ
る。この台帳には、解雇理由、業務達成によ
る報奨記録、勤務状況、転職等について記
載されている。 
労働台帳のすべての記載内容は雇用主の
権限者による署名及び雇用主の捺印により
証明される。

試用期間
試用期間（通常、最大3ヶ月間まで）は
被雇用者の適性を評価するために認められ
ている。妊婦、未成年、転任者等といった特
定の被雇用者は試用期間の対象とならな
い。部長、次長、会計責任者、副会計責
任者、支店長、駐在員事務所またはその他
の所長の場合、試用期間は6ヶ月間まで延
長できる。

給与
労働法典は以下のように、給料の適時支払
いに関する被雇用者の利益を保護している。
雇用主は少なくとも月に2回給料を支払わな
ければならない。給与の支払いが15日を超え
て遅延した場合、被雇用者は雇用主に通知
した上で、勤務を停止する権利を有する。そ
の場合、雇用主は裁判所の命令により、勤
務を停止した日について、平均給与の3分の
2の金額（直近12ヶ月間の給与実額及び
実労時間に基づき計算される）を補償する
ことになる場合がある。
雇用主は給与支払を遅延した各日に対し
て、ロシア連邦銀行のリファイナンス利率の
300分の1以上を利子として支払わなければ
ならない。
給料支払いの遅延に関しては、雇用主
及び担当役員に対してそれぞれ30,000
～50,000ルーブル及び1,000～5,000ル
ーブルが行政上の罰金として科される。雇用
主は最大で90日間の業務停止処分を受け
る場合もある。
担当役員が過去に給料支払い遅延に関し
て処分を受けたことがある場合、かかる幹部

は1～3年間、執行業務に就くことを禁じられ
る場合がある。 
給料支払いが2ヶ月超遅延している場合（
給 料 支払いの一部が遅延している場合は3
ヶ月）、刑法の規定が適用されることになる。 
刑法では、従業員に支払われるべき給料の
50%が支払われないことが最高責任者の個
人的な動機や自己の利益の保護によるもの
であると証明された場合、最高責任者は最
高120,000ルーブルの罰金支払い、若しくは
最長1年分の賃金または別の収入源からの
収入に等しい金額の罰金支払いが課せられ
る。また、最高責任者は最長1年間にわたり
特定の職務に就任する権利または特定の活
動に従事する権利を剥奪されたりすることや、
最長2年間の強制労働または最長1年間の
禁固刑を受ける可能性がある。
給料支払いが2ヶ月以上完全に遅延してい
る場合や連邦最低賃金を下回っている場合
には、より厳しい措置が適用される（2016
年7月1日現在）。
税金、罰金、賦課金、民法上の取引に基づ
く債務の計算等の目的の場合、100ルーブル
が法定最低月額賃金として適用される。

通貨及び給与の支払形態
ロシアでは被雇用者に対して外貨で直接給
料を支払うことを禁止している。
ロシアでは給料は通常ルーブルで支払われ
る。ただし、被雇用者の書面での要請により
労働協約または雇用契約に従い、ロシア国
内法またはロシアが加盟している国際協定に
相反しない限り、労働者は別の形態で報酬
を受け取ることができる。貨幣以外の形態で
支払われる報酬の割合は被雇用者の給与
総額の20％を超えることはできない。

解雇手当の支払い
労働法典は以下の事由で雇用契約が解除
された場合、少なくとも2週間分の平均給与
に相当する額の解雇手当を支払うことを規
定している。
 – 被雇用者が軍隊または他の公務に就く、
または入隊した場合

 – 企業、施設または組織の移転に伴う他
の地域への転勤を被雇用者が拒否した
場合

 – 法律に準拠して発行された診断書により
就労不能の場合

 – 雇用主による雇用条件の一方的な変更
のために就労継続を拒否した場合（この
ような変更が認められるのは例外的な事
例の場合のみ）

Kazan

 – 以前に勤務していた被雇用者が職場復
帰した場合(例：出産休暇の終了)

 – 関連医療当局により指定された仕事の
変更を被雇用者が拒否した場合、もしく
は雇用主が関連する仕事を提供できな
い場合

企業、機関、組織が解散する場合または余
剰人員の削減のために解雇する場合、1ヶ月
分の平均給与を支払わなければならない。ま
た、解雇された被雇用者が職を見つけること
ができない場合は追加の支払い（最大2ヶ
月分）が必要となる（特定の条件下では3
ヶ月分）。

外国人の就労許可
一般原則として、ロシア領土で働く外国人は
就労許可が必要である。この規則にはいくつ
かの例外があるが、主な該当者は独立国家
共同体の国籍保有者及び滞在許可を保有
するその他の外国人である。また、輸入機器
の販売業者または製造業者の被雇用者が当
該機器の設置、設置の監督または機器の点
検のためにロシアに入国する場合には常に就
労許可が必要ということではない。

© 2017 KPMG. KPMG refers JSC “KPMG”, “KPMG Tax and Advisory” LLC, companies incorporated under the Laws of the Russian Federation, 
and KPMG Limited, a company incorporated under The Companies (Guernsey) Law, as amended in 2008.  All rights reserved. 



21Doing Business in Russia

標準的な就労許可 
標準的な就労許可証申請手続は、いくつも
の段階で構成され非常に時間のかかる厄介
な手続である。各段階において申請書と多
数の文書の提出が必要となる。こうしたステ
ージには以下のものが含まれる。
 – 地方労働当局への登録
 – 欠員が生じたポストに外国人が必要であ
ることに関しての労働雇用庁への申請（
当局はその適切性を承認する必要があ
り、判断にあたり当局はロシア人の候補者
の面接を求める可能性がある。）

 – 入国管理当局に外国人の雇用に関して
法人許可証を申請

 – 各駐在員につき、個人就労許可を入国
管理当局に申請 

個人許可証の有効期間は最長1年間であ
る。また、就労許可に基づき就労ビザを取得
しなければならない。就労ビザの取得手続に
も複数の段階があり、一連の文書を入国管
理当局に提出しなければならない。
さらに、就労許可に関して会社は翌暦年に
雇用を予定している外国人就労者数を毎
年7月15日までに報告しなければならない。

この手続は実質的には割当の申請に該当す
る。雇用主が当該手続を遵守せず、割当の
承認通知を受領しなかった場合、雇用主の
就労許可申請は却下されることになる。割当
申請を行わなかった会社、またはその申請が
却下もしくは部分的に承認された会社は、就
労許可を申請する際に当該申請が割当免
除要件をすべて満たしている場合に限り、割
当免除の職位リストを利用することができる。

高技能専門家（HQS）に関する就労許
可申請
高技能専門家とは、高度な技能を持つ外
国人の専門家で、特定分野での仕事の経
験及び能力または実績を有しており、年間
給与が通常2,000,000ルーブルを超過する
人を指す。
高技能専門家として外国人の就労許可を
取得することには以下のメリットがある。
 – ロシアの雇用主にとって、雇用サービス庁
からの法人(雇用)許可の取得が不要で
ある

 – 高技能専門家には、就労許可の割当制
度が適用されない

 – 就労許可証の有効期間は最長3年間
である

 – 高技能専門家は最長3年間のマルチプル
就労ビザを取得することができる

 – 高技能専門家のための就労許可取得手
続にかかる日数は、必要な全ての申請書
類を提出してから約14営業日である

 – ロシアにおける税務上の居住資格にかか
わらず、高技能専門家に支払われる給与
に対して13%の所得税率が適用される。

 – 標準的な就労許可と比べ、高技能専門
家の就労許可ではより長期にわたる地域
外への出張が可能である

移住登録手続
移住登録とは入国管理当局に外国人の居
所を通知する手続である。かかる登録責任
は受入先が負うことになる。ホテル、雇用主
（ビザのスポンサー）、もしくは外国人がホテ
ルに滞在していない場合は家主が受入先と
なる。この手続は外国人がロシアへ到着する
都度、もしくはロシア国内の別の地域へ7営
業日以上の出張（居場所の変更）をする
都度、到着日から7営業日以内に行う必要
がある。
高技能専門家及びその家族はロシアでの滞
在が90日以内の場合、またはロシア国内の
別の地域へ旅行する場合は30日以内であ
れば、登録手続を免除される。高技能専門
家及びその家族がロシアに90日以上（別
の地域へ旅行する場合は30日以上）滞
在する場合は滞在地にて登録しなければな
らない。
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事業に対する
課税
税制の概要		
ロシアの税法規はロシア連邦税法典（以
下、「税法典」という。）と税法典に関連する
法律で構成される。 
ロシアの税金は連邦、地域、地方の全てのレ
ベルで課される。
連邦税は税法典と連邦法によって制定さ
れ、ロシア連邦全域で納付される。
2017年1月1日現在、以下の連邦税が制
定されている。
 – 付加価値税（VAT）
 – 物品税
 – 個人所得税（PIT）
 – 法人所得税（法人税）
 – 鉱物採掘税
 – 水税
 – 天然及び生物資源税
 – 各種手数料及び登記費用

地域税は税法典及びロシア連邦の各地域
の税法によって制定され、該当する地域に
て納付される。地域税には、資産税、賭博
税、車両保有税が含まれる。
地方税は税法典及び地方自治体の法令に
よって導入され、該当する地方自治体にて
納付される。地方税の代表的なものは、土
地税と個人資産税、営業税である。
地方（または地域）の税制では税法典で
規定された種類の税金のみを導入することが
でき、地方（地域）当局は、以下の課税
上の項目を制定することが認められている。
 – 税制優遇措置
 – 税法典で設定された限度内での税率
 – 納税手続と期限

上記の税制度の結果、登録された地域によ
り納税者が負担する税金も異なる。

税務登録要件
付加価値税や所得税のために別個の税務
登録は必要なく、納税者はすべての税金に
関して同一の納税者番号を取得する。しか
し、納税者が別の場所に下位部門を設置
した場合は、その場所の税務当局で補完
納税者番号（KPP）を取得しなければな
らない。
下位部門とは、本社とは別の場所（別の都
市）に設置された部門で、1ヶ月以上の期
間にわたって利用する目的で創設された固
定の職場を指す。外国法人はロシア連邦の
管理区域において事業活動を開始した日か
ら30日以内に現地の税務当局で税務登録
をしなければならない。

付加価値税
付加価値税（VAT）は間接税であり、最
終的に消費者が負担するが、供給者が計
算し納付しなければならない。
課税対象品
一般的に、以下の取引に係る付加価値税
が納税者（会社、個人事業者、輸入業
者）に課せられる。
 – 物品、役務及びサービスの提供。かかる 
取引の販売 がロシア連邦領土及びロシア
管轄区域で提供される場合（無償で供
給される場合も含む）

 – 物品、役務及びサービスの自己費消で、
当該取引に付随する費用（減価償却費
を含む）が法人所得税の計算上、損金
に算入されない場合

 – 自己利用を目的とする建設及び組立作
業

Saint Petersburg
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Saint Petersburg

 – ロシア連邦及びロシアが管轄するその他の
領土への物品の輸入

提供地規制
税法典では、物品、役務またはサービスがロ
シアで提供されたもので、ロシアの付加価値
税の課税対象となるかどうかを判断する際に
適用する「提供地」ルールを定めている。
付加価値税制上、次のような場合にロシア
管轄区域で提供されたとみなされる。
 – 物品の最初の発送地点がロシア国内また
はロシア管轄区域の場合

 – 物品の販売時点でロシア国内またはロシ
ア管轄区域にあり、輸送/出荷されていな
い場合。特にロシア管轄区域の大陸棚か
ら産出した石油・天然ガスや石油製品の
輸送や販売はロシア管轄区域で提供され
たとみなされる。

原則として、役務及びサービスの提供者の
事業所がロシアにある場合、かかる役務及
びサービスはロシアで提供されたとみなされる
（原則的な「提供地」ルール）。しかし、特
定の役務及びサービスに関して税法典では
以下のような例外的な「提供地」ルールを定
めている。
 – ロシア国内にある動産及び不動産に直接
関連するサービスはロシア国内で提供され
たものとして取り扱われる。

 – コンサルティング、マーケティング、エンジニ
アリングサービスの提供、特許権、ライセ
ンス、商標権、著作権その他の権利の移
転、ソフトウェアやデータベースの開発に関
するサービス、物流サービス（ある条件を
満たしたもの）などのサービスを受けた場
所がロシア国内である場合、同サービスは
ロシア国内で提供されたものとして取り扱
われる。

 – 一定の条件のもと、運輸及び貨物輸送サ
ービスはロシア国内で提供されたものとして
取り扱われる。

 – 2017年1月1日から電子サービス（例え
ば、PCソフトウエアのリモートサービスや更
新に加え、インターネット広告、インターネ
ットプラットフォーム、クラウドサービス、ホス
ティング、ドメイン名の提供、データ保存、
データ処理、リモートでのシステム処理、電
子書籍・画像・音楽や映画の販売など）
がロシア国内の個人に提供された場合、
同サービスはロシア国内で提供されたもの
とみなされる。

 – 実際に教育・研修などのサービスがロシア
管轄区域内で提供されている場合、同サ
ービスはロシア国内で提供されたものとみ
なされる。

納税代理人による付加価値税の支払い（
リバース・チャージ方式）
ロシアの税務当局に登録していない外国法
人がロシアで物品、役務、及びサービスを提
供し、「提供地」ルールによりこうした提供がロ
シアで行われたとみなされる場合、税務当局
に登録している当該物品の購入者が、付加
価値税額を計算し、外国の供給者に支払
う対価から付加価値税を源泉徴収し、当該
外国法人の代理人(納税代理人)として国
に納めなければならない。

課税標準
付加価値税は前払金の受領時、若しくは物
品の発送時、役務及びサービスの提供時、
財産権の移転時に取引価格総額に対して
計算され、納付される。支払いの受領時点
と物品の発送時点が異なる場合はどちらか
早い時点で付加価値税を計上する。課税
標準を前払いの時点で計算した場合、納税
者は出荷時点でも課税標準の再計算が求
められている。前払い時に支払った付加価値
税は、出荷再計算時に調整される。
付加価値税が納税代理人により計算される
場合、ロシアの税務当局に登録されていな
い外国の売主に対する支払いの時点で、納
税代理人に付加価値税の源泉徴収義務が
発生する。
付加価値税の還付
原則として、ロシアの納税者は以下のことを
条件として、購入した物品、役務、サービス
及び財産権に関する仕入付加価値税、リ
バースチャージ方式による付加価値税納付
額、及びロシアへの輸入付加価値税の還付
を請求する権利を有する。
 – 物品、役務、サービス、及び財産権がロシ
アにおいて付加価値税の課税対象となる
取引を行うために取得されていること

 – 物品、役務、サービス、及び財産権が納
税者の帳簿に計上され、また原始証憑を
有していること

 – 納税者が保管する付加価値税の請求書
が税法典で定める要件に従い適切に作
成されていること（輸入付加価値税及び
リバース・チャージ方式による納付を証明
する証憑）

特定の状況において供給者に前払金を支
払った納税者が前払金に含まれる付加価値
税額を回収することができる。
付加価値税の課税対象となる取引と課税
対象とならない取引もしくは0%の付加価値
税が適用される取引の両方が行われた場
合、ほとんどの状況において納税者は取引の
性質ごとに仕入付加価値税を計算しなけれ
ばならない。このような場合に付加価値税の
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還付を請求する際には、特定の規則が適用
される（比例配分による還付、追加的な証
拠書類の収集など）。

付加価値税の請求書
付加価値税の請求書は付加価値税還付の
ための文書である。当該文書は連邦政府に
よりその形式が定められており、商業上の請求
書とは別のものである。付加価値税の請求書
は紙面または電子形式により発行することが
できる。(取引当事者間で電子形式での文書
の交換が同意されている場合、法令の定めに
準拠した手順により実行される必要がある。)
各取引が税法典に基づく付加価値税の対象
となっている場合、納税者は請求した付加価
値税額を売上補助簿に記帳し、請求を受け
た付加価値税額を仕入補助簿に記帳しな
ければならない。特に付加価値税の免税取
引を行っている場合などのように、付加価値
税の請求書の発行が求められない場合もあ
る。また、売り手が付加価値税を支払ってい
ない、若しくは付加価値税の免税を受けてい
る買い手に販売する場合、取引当事者間の
合意の上で付加価値税の請求書を発行しな
くてもよい。

物品や役務、サービス提供の価格や量の変
更などにより請求額が変わった場合には、売り
手は修正後の付加価値税の請求書を発行
し、税法典に規定された方法により付加価値
税の修正を行う必要がある。

付加価値税率
一般に、物品（役務、サービス）の販売に
ついて課せられる付加価値税の標準税率は
18%である。
特定の種類の医薬品、書籍、雑誌、食料
品及び子供向け製品（ロシア連邦政府が
設定したリストに記載）の付加価値税の税
率は10%に軽減されている。
税法典には付加価値税率が0%となる物
品（役務、サービス）のリストが規定されて
いる。当リストに含まれているものは、輸出販
売、国際的な運輸サービスや関連する貨物
輸送サービス、ロシア国外への石油、石油製
品、天然ガスの輸送、及び送電関連サービ
ス、空輸関連サービス、河川や港湾で提供
されるサービス、ロシア鉄道業者による国際
物流サービスである。付加価値税率0%の
適用を受けるためには、サプライヤーは所定の
証拠書類を定められた期間内に収集し、付
加価値税申告書をこれらの証拠書類ととも
に税務当局に提出しなければならない。

ww

免税規定
税法典では、特定の事業について付加価値
税を免除している。
 – ロシアで適切に認可を受けた外国人また
は外国法人に対するロシア連邦に所在
する建物の賃貸(それぞれの管轄する国
との間で税務上の相互ルールが存在する
場合)

 – 住宅用不動産販売、特定の医療品、医
療サービス、学生が調理した、または学生
食堂で調理された食事、特定の輸送形
式での公共の輸送サービス、葬儀サービ
ス、宗教関連物品の提供、認可非営利
教育機関による教育サービス、文化・芸
術分野のサービス等の販売

 – 製品保証期間に提供された無償での修
理・メンテナンスサービスの提供

Novosibirsk

一般的にロシア国内の物品、役務、及
びサービスの販売について課せられる付
加価値税の標準税率は18％である。但
し、一定の条件下では10％若しくは0％
の税率が適用できる。
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 – 銀行及び保険サービス、ならびにレポ取引
 – 特定の知的財産権の譲渡、または知的
財産権にかかるライセンスの供与

 – 銀行以外の納税義務者による保証サー
ビスの提供

ユーラシア経済連合
ロシア、ベラルーシ、カザフスタン、アルメニア、
及びキルギスタン間のユーラシア経済連合
は、加盟国間で単一の関税地域を制定して
いる。また、域内の異なる加盟国に所在する
法人間の取引について特別な付加価値税
の取り扱いを規定している。経済連合のある
加盟国から別の加盟国へ輸出された物品に
対する付加価値税率は0%である。
付加価値税率0%の適用については、適切
な書類の提出が必要である。当該書類には
物品の輸入申請内容、及び輸入付加価値
税が支払済みである旨が明記され、また輸

出側の加盟国の税務当局による押印が必
要である。
一方の加盟国から輸入された物品について
は、輸入側の他方の加盟国において付加価
値税が課せられる。納税者は当該輸入品に
ついて、別途付加価値税の確定申告をする
必要がある。

ロシア政府に納付される付加価値税
政府に納付する付加価値税額はそれぞれ
の税額計算期間における付加価値税対象
の販売取引により計上された売上付加価値
税額と同購入から生じた仕入付加価値税
額（特定の場合には、これに政府に支払う
金額が加算される）との差額である。
売上付加価値税に対する仕入付加価値税
の超過部分は申請書の提出により政府から
納税者に還付されることがある。通常、付加
価値税の還付は税務当局が「書類上の税
務調査」を行い、仕入付加価値税の還付
請求の正当性を確認した後に支払われる。
2010年から納税者は、早期還付手続によ
り、書類上の税務調査が終了する前に現金
での還付を受けることができるようになった。
しかし、当該手続は特別に認められた企業
のみが適用でき、納税者が3年間で70億ル

ーブルもの税金を既に納付している場合の
ほか、納税者が銀行保証を取得した場合、
若しくは納税者が“優先的社会経済開発区
域”またはウラジオストク港の居住者である場
合に限り、申請することができる。
2017年7月1日時点では、ロシア税法典に
定められた条件を充たす企業から付加価値
税の還付額について保証を受けている場合
にも、付加価値税の早期還付手続の適用
が可能となっている。

付加価値税の納付及び申告
付加価値税申告書は四半期ごとに対象とな
る四半期終了後の翌月25日までに電子形
式により提出しなければならない。通常、報
告対象の四半期の翌月から3ヶ月にわたり毎
月25日までに3分の1ずつ納付される。

電子サービス提供者は電子サービス用の特
別な付加価値税申告書を提出しなければ
ならない。

税法典では主に金融及び社会福祉サ
ービス等について、特に付加価値税の
免除を規定している。

納税者は四半期ごとに付加価値税を申
告し、3回の均等分割払いで納付する。
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Nizhny Novgorod

法人所得税

課税標準
課税所得は税務上の収益から費用を控除
することで計算される。
一般に収益は発生主義に基づいて決定さ
れる。現金主義の適用は付加価値税を除く
４連続四半期の平均売上が一四半期あた
り1,000,000ルーブル未満の場合にのみ認
められる。
費用は収益を稼得するために費やされたもの
で、かつ、経済的に合理的であり、そして適
切に文書化されている場合は損金算入する
ことができる。費用には特別に税法典におい
て損金不算入として取扱われるものもある。
連結法人所得税の申告は、親会社が子会
社株式の90%以上を保有し、付加価値
税、物品税、法人所得税及び鉱物採掘税
の年間合計金額が100億ルーブル以上の場
合に限り容認される。さらに、グループ売上高
合計は1,000億ルーブル以上で、総資産は
3,000億ルーブル以上でなければならないこ
とから、結果として、連結法人所得税の申告
を利用できるのはごく一部の大手ロシア企業
のみとなる。
連結法人所得税申告のための連結グループ
組成に関する規則は2016年及び2017年
中には適用されず、2018年より適用開始と
なることが見込まれている。適用した連結グル
ープについては少なくとも５年間は継続しなけ
ればならない。

税率
法人所得税の最高税率は20％で、その内
訳は連邦税3%（2020年まで）と地域税
17%（2020年まで）である。地域税率
は地域当局の裁量で12.5%（2020年ま
で）まで下げることができる。
特定の種類の所得については税法典で規定
された固定税率により源泉徴収課税される
（28ページの「源泉徴収所得税」の項を参
照のこと）。
税制優遇措置
親会社、子会社または個人から無償で取
得した資産は以下の場合は課税所得とな
らない。
 – 受領者または譲渡者が取引のもう一方の
当事者の株式資本を50％超保有する場
合(但し、財務省が発行しているリストに
掲載されている国・オフショア地域に所在
する譲渡者を除く) 

 – 個人が受領会社の50％超の持分を所
有している場合 

 – 受領財産（金銭を除く）が受領日から1
年以内に処分されていない場合

純資産を増加させる目的で財産、財産権ま
たは非財産権を株主から受領した場合、株
主による債務免除を受けた場合は、譲渡者
である株主の保有株式割合に関わらず課税
所得として扱わなくてもよい。
税務上の欠損金に繰越期間の制限はな
い。ただし、各年の法人所得税の50％を
超えて欠損金は使用できない。この規定は
2007年1月1日以降に生じた欠損金を対

象として2017年1月1日から2020年12月
31日まで適用される。

税務会計
税法典に基づき、納税者（恒久的施設を
含む）は法人所得税の計算用に別個の帳
簿を記帳する必要がある。税務会計規則は
ロシアの法定会計原則と異なる（例：減価
償却、支払利息の認識方法等）。
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ロシアの過小資本税制
2017年1月1日より国外からの借入は改正
後の過小資本税制の対象となる。この規定
は、国外の個人又は法人がロシアの借手に
直接又は間接的に25%超出資している場
合、間接的な持分割合が25%以下であっ
ても各社の直接保有割合がそれぞれ50%
超である場合、及び国外の個人又は法人が
ロシアの借手と国外の貸手双方に直接又は
間接的に25％超出資している場合に適用
される。一方で、ロシア国内の関連当事者か
らの借入や独立した金融機関からの借入に

対する保証であれば過小資本税制の対象
負債として取り扱わなくてよいこともある。今
回の過小資本税制の改正は計算方法の変
更も含んでいる。

外国法人にかかる課税 
ロシア連邦での活動が税法上恒久的施設
（PE）を有するとみなされる外国法人はロシ
アの恒久的施設に帰属する損益について法
人所得税が課せられる。
ロシアの税法では以下のような外国法人の活
動は恒久的施設を有するとみなされる。
1 外国法人がロシアに一定の事業拠点（

支店、事業所、事務所、その他独立し
た下位部門）を有し、当該外国法人が
そこで継続的に事業活動を行っている場
合。特に、一定の状況下でのロシア国内
での建設現場は建設活動を行っている
外国法人の恒久的施設とみなされる。 

2 外国法人が従属代理人を通じてロシア
で活動している場合。ロシア国内法及び
租税条約（該当する場合）において、
従属代理人とは、本人との契約上の関
係に基づき、本人の名前で契約の締結
及び契約の主要条件を交渉する、もしく
は本人の事業活動（マーケティング活動
のような補助的または準備的な性質の
活動を除く）への関与を確約する権利
を持ち、かつ継続的にそれを行使する会
社または個人として定義されている。 

一般的に、外国法人の恒久的施設に対す
る法人所得税算出の方法はロシア法人に対
する方法に類似している。 
ロシアに恒久的施設を持たない外国法人
はロシアの国内源泉所得について源泉徴収
税が課される（28ページの「源泉徴収所得
税」の項を参照のこと）。

申告及び納付
納税者（恒久的施設を有する者及び特定
のその他の納税者を除く）は毎月または四
半期ごとのいずれかにより法人所得税の申

告をする必要がある。恒久的施設を有する
者は四半期ごとに法人所得税の申告をしな
ければならない。法人所得税の年度末申告
の期限は報告対象年度の翌年の3月28日
である。
納税者（恒久的施設を有する者を除く）は
毎月法人所得税の予定納税を行い、恒久
的施設を有する者は四半期ごとに予定納税
を行う。最終的な納付期限は、報告対象年
度の翌年の3月28日である。

社会保障負担金
ロシアにおいては、ロシア年金基金、社会保
険基金及び医療保険基金に拠出される保
険負担金（個人負担金）並びに業務上
の事故及び疾病に対する法定社会保険へ
の負担金を社会保障負担金として支払う必
要がある。 
保険負担金は雇用関係に基づき他の個人
に支払いを行う企業、個人事業主及び個
人、ならびに自営業の個人事業主、公証
人、及び弁護士などに課せられる。被雇用
者は、負担金を支払う必要はない。
保険負担金の対象となる支払及び負担率
保険負担金は雇用契約及び民法上の契約
に基づき個人に支払われた報酬ならびにその
他の支払いに対して課せられる。特定の報酬
については保険負担金が免除されており、そ
れには出張経費、一時的な障害手当、被雇
用者の解雇費用（未使用の有給休暇手当
及び解雇手当の一定額内の支給を除く）、
専門能力開発のための費用などが含まれる。
2017年度の個人負担金の料率は下表の
とおりである。年金基金及び社会保険基金
については年間報酬基準値が設定されてお
り、当該基準値はロシア政府によって毎年改
定される。

保険負担金の種類 従業員の年間報酬
基準値

年間報酬基準値
以下の

部分にかかる料率

年間報酬基準値を
超える

部分にかかる料率

年金基金 876,000ルーブル 22% 10%

社会保険基金 755,000ルーブル 2.9% -

連邦法定医療保険基金 n/a 5,1% 5,1%
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配当所得に対する税率は以下のとおりであ
る。 
 – 0%－配当受領者であるロシア法人が配
当支払者の持分の50%以上を365日以
上継続して保有し、配当支払者がオフシ
ョアの国（例：イギリス領ヴァージン諸島、
ガーンジー、ジャージー、キプロス、ロシア連
邦財務省が設定したリストに記載されたそ
の他の国等）の居住者でない場合。 

 – 13% – ロシア法人または外国法人がロシ
ア法人へ支払う場合(但し、財務省が設
定したリストに記載された外国法人を除く)

 – 15% – ロシア法人が外国法人へ支払う
場合

一般に、ロシアに恒久的施設を有さない外
国法人には利子、ロイヤルティ、リース及び賃
貸からの所得などロシアの国内源泉所得のほ
とんどについて20%の源泉徴収所得税が課
せられる。なお、運輸業所得の税率は10%
である。 
ロシア連邦と受益者の居住国との間で締結
されている租税条約に従い源泉徴収所得税
率が軽減されることがある。 
ロシアが租税条約を締結している国々、及び
その条約に基づく配当、利子及びロイヤルテ
ィに適用される源泉徴収税率のリストは、43
ページの添付資料1「源泉徴収税率表」を
参照のこと。
租税条約の適用を受けるため、外国法人
は自身がロシア連邦と租税条約を締結して
いる国の居住者であることを確認しなければ
ならない。締結国の関係当局による証明書

有害、危険な場所での仕事を行っている雇
用主はロシア年金基金への0%から8%まで
の追加の保険負担金が必要となる。当該追
加の保険負担金の料率は仕事内容の評価
手続の結果により変更される。雇用主自らが
同評価手続を行う場合には、2017年の当
該追加の保険負担金の料率は9%か6%
となる。
外国人に関しては永住または一時居住許可
に基づきロシアに居住する外国人の報酬に対
して、負担金の全額が課せられる。
ビザによって一時的にロシアに滞在する外国
人の雇用主は年金基金及び社会保険基金
について個人負担金を支払わなければなら
ない（当該従業員が高技能専門家の場合
を除く）。
高技能専門家制度により雇用されている場
合、当該報酬には保険負担金は課せられ
ない。

負担金の優遇措置
農業生産者、技術革新特別経済区の居住
者、特定の活動につき簡易税制制度を適
用している納税者、身体障害者を雇用する
法人（一定の条件を満たすことを条件とし
て）及びIT企業等に対しては保険負担金
の軽減税率が適用される。

業務上の事故及び疾病に対する法定社
会保険
保険負担金とは別に、雇用主は業務上の
事故及び疾病に対する法定社会保険に対
して負担金を支払わなければならない。この

負担金は給与総額に対して固定比率で支
払われる。固定比率は、ロシア社会保険基
金の評価に従い雇用する企業が属するリス
クカテゴリーによって異なり、給与の0.2%から
8.5%の範囲である。一般的に、オフィス内
での勤務の場合は、けがや職業病に対する
保険負担金として0.2%が課せられる。

申告及び納付
保険負担金は月次で支払われる。
一般的に、負担者は年金基金と社会保険
基金に対して、様々な種類のレポートを四半
期毎に提出しなければならない。

源泉徴収所得税
ロシアの恒久的施設に帰属しないロシアの
国内源泉所得（例：賃料、ロイヤルティ、
利息及び配当、運賃等）がある外国法人
は源泉徴収所得税が課される。
ロシアにおいて恒久的施設を有するとみなさ
れない外国法人の事業活動による所得（
非経常的なコンサルタントサービス等）は源
泉徴収所得税を免除される。 
外国法人のロシア駐在員事務所または支
店から本社へ送金される利益に関しては、
源泉徴収所得税は課されない。ただし、清
算代金には源泉徴収所得税が課せられる。

税率
課税所得の種類により源泉徴収所得税の
税率は異なる。

Nizhny Novgorod
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の発行、及び同外国法人が実際の受益権
者である確認書の提出によりこの確認がなさ
れる。
適切な証明書がない場合及び配当受益者
の実態の証明がない場合には、通常税率で
源泉徴収が行われることとなる。

申告及び納付
源泉徴収所得税は外国法人へ支払われ
る所得に対し源泉徴収され、外国法人への
支払日に連邦政府へ納付されなければな
らない。 
また、ロシア法人（またはロシアに恒久的施
設を持つ外国法人）は源泉徴収所得税申
告書を提出しなければならない。

資産税
資産税は納税者の貸借対照表に固定資産
として計上されている資産（土地を除く）に
対して課せられる。

課税標準
課税標準はロシア会計基準に基づく固定資
産の年間平均正味帳簿価額である。また、
以下にあげる特定の施設(資産)の課税標
準については、登記簿上の価値が適用され
る。当該施設には、行政・ビジネスセンター、
事務所や小売、飲食サービス等に利用予
定、若しくは実際に利用されている非居住用
施設、ロシアに恒久的施設ステータスを有し
ない外国法人の保有する施設及び恒久的
施設ステータスを有する外国法人が保有して
いるが、その活動に関連しない施設、貸借対
照表に固定資産として計上されていない住
居等が含まれる。

2013年1月以降に購入された動産について
は、それらが組織再編、法人の清算及び関
連当事者からの移転によるものでない限り資
産税が免除される。しかし、この特例はそれ
ぞれの地域法がその適用を認める場合に限
り適用される。
ロシアに恒久的施設を持たない外国法人
はロシアにある不動産にのみ資産税が課せ
られる。

税率
最高税率は2.2％である。
公共鉄道、パイプライン、電力網、及びこれ
らと技術的に一体となって機能する資産に
ついては軽減税率が制定されている。これら
の資産はロシア連邦政府によってリストアッ
プされている。これらの資産に対する税率は
2016年において1.3%、2017年において
1.6%、2018年において1.9%である。
地域当局は資産税率を0％まで軽減するこ
とができる。登記簿上の価値が適用される
不動産に係る税率は2.0％を超過すること
はない。

税制優遇措置
税法典では資産税に関する多くの税制優遇
措置を規定している。特に、企業は公共で
使用される連邦高速道路として分類される
資産、ならびに上記の重要な技術的要素を
構成する資産について資産税が免除されて
いる。当該資産に係るリストはロシア連邦政
府が制定している。
ロシア法人はロシア国外にある資産について
支払った資産税をロシアでの資産税の納付
の際に控除することができる。納税者が控除

を行うためには国外での資産税の納付を証
明する書類を提出しなければならない。
申告及び納付
地域当局が予定納税及び最終的な資産
税の納付期限を定める。 
資産税計算書は四半期ごとに提出され、年
次資産税申告書は報告対象年度の翌年
の3月30日までに提出しなければならない。 

その他の税金
車両保有税
車両保有税は登録された車両を保有する外
国法人及びロシア法人に対して課税される。
課税対象となる車両は自動車、オートバイ、
スクーター、バス、航空機、ヘリコプター、発動
機船、ヨット、帆船、ボート、スノーモービルな
どである。課税標準はエンジン出力、総トン
数または車両の種類に基づく。 
税法典で規定された税率は1馬力当たり1
～200ルーブルであり、地域によりその10倍
まで増減できる。
地域当局は特定のカテゴリーの納税者に対
する優遇措置及び控除を規定することが認
められている。
車両税納付及び予定納税計算書の提出
期限は車両が登録されている地域の当局
が定める。ただし、各年度の確定納税及び
税務申告の期限は翌年の2月1日以降で
ある。

Saint Petersburg
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土地税 
土地税は土地が所在する地域に適用される
ロシア連邦法に従い、登記簿上の価値に基
づき算出される。
税法典により農業用及び住宅用の土地に
対して課せられる土地税の税率は登記簿
上の価値の0.3%以下、またその他の用途
の土地については1.5%以下と定められてい
る。地域当局は当該税率を軽減することが
できる。また、地域当局は特定のカテゴリーの

納税者に対する優遇措置または控除を規
定することもできる。 
予定納税は四半期ごとに行われ、各年度の
確定納税は翌年の2月1日までに行わなけ
ればならない。

水税
水税は特別なまたは指定された事業目的の
ために水を消費する企業に対して課される。

税率は水の消費の種類によって異なり、消
費する水1,000立方メートル当たりのルーブ
ルで設定される。 
水税の申告及び納付は四半期ごとに行わ
れる。

Yuzhno-Sakhalinsk
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税法典では特別税制が定められており、納
税者は複数の税金に代えて1種類の税金を
納付することができる。この制度はある一定
の要件を満たす場合に適用が認められる。
特別税制には、簡易課税、統一農業税、
みなし所得税及び生産物分与契約に対す
る特別規制が含まれる。

統一みなし所得税
地方税務当局は納税者が以下の事業に従
事している場合、統一みなし所得税を適用
することを認めている。
 – 国内の消費者サービス
 – 獣医
 – 車両の維持修繕及び洗車
 – 駐車場リース及び駐車場サービス
 – 旅客貨物輸送サービス（一定の制限あ
り）

 – 小売業及び外食産業（一定の制限あ
り）

 – 一定の広告業
 – 宿泊サービス（一定の制限あり）等

納税者が以下の要件を満たしている場合、
統一みなし所得税が適用される。
 – 年間平均従業員数が100人以下
 – 納税者の資本に対する他の法人の出資
比率が25％未満

統一みなし所得税は簡易課税または統一
農業税と一緒に適用することはできない。
統一みなし所得税の納税者は同税の対象
となる事業に関して、以下の税金が免除さ
れる。
 – 所得税
 – 付加価値税（輸入品に課される付加価
値税を除く）

 – 資産税（登記簿上の価値に係る課税
分を除く）

統一みなし所得税は納税者のみなし所得に
課せられる。みなし所得は報告期間の当該
事業に関するベースとなる利益率に物理的
指数（使用している土地の面積、車両数ま
たは従業員数）及び調整要因係数を乗じ
て算出される。 
みなし所得税率は15％である。地方自治
体は納税者の分類、活動内容に応じて
15%の税率を7.5%まで軽減することがで
きる。
統一みなし所得税の額は法定年金保険、
医療保険及び一時的な障害や出産に係る
社会保険、業務上の事故及び疾病に対す
る法定社会保険、雇用主から支払われる従
業員に対する一時的な障害に係る支払（
最初の3日間に係る分）及び関連する任意
保険に対する支払控除により減額することが
できる（当初の納付予定額の50％まで）。
申告及び納付は四半期ごとに行われる。

簡易課税制度
簡易課税制度は法人所得税、付加価値
税（輸入品に対する付加価値税を除く）、
資産税（登記簿上の価値に係る課税分を
除く）に代わるものである。 
企業は簡易課税制度の適用を予定してい
る年の前年度の期首から9ヶ月間において以
下の要件を満たす場合、簡易課税制度を
適用できる。
 – 9ヶ月の企業の収益が112,000,000ル
ーブルを超えていないこと 、ただし当該上
限は毎年インフレ率補正の対象となる。

 – 固定資産の正味帳簿価額が
150,000,000ルーブルを超えていない
こと

 – 年間平均従業員数が100人を超えてい
ないこと

以下の事業体は簡易課税制度の適用を受
けることはできない。
 – 支店を持つロシア法人

Yuzhno-Sakhalinsk

特別税制
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 – 外国法人及び外国法人の駐在員事務
所（支店）

 – 銀行、保険会社、年金基金、投資ファン
ド、生産物分与契約への参加者、統一
農業税の納税者など

 – 出資持分の25％超が他の法人によって
保有されている事業体

簡易課税制度に係る税率は以下のとおりで
ある。
 – 収益の6%。ただし、地域当局は納税者
の分類に応じて6%の税率を1%まで軽減
することができる。

 – 利益（所得マイナス損金算入可能費
用）の15%。ただし、地域当局は納税
者の分類に応じて15%の税率を5%まで
軽減することができる。

納税者には四半期ごとに予定納税が義務
付けられ、年度の確定納税期限は翌年の3
月31日である。予定納税の見積り及び年
度末税務申告の期限は対応する納付と同
じである。

統一農業税
農業生産者は統一農業税を適用すること
ができる。統一農業税は法人所得税、付加
価値税（輸入品に対する付加価値税を除
く）、資産税に代わるものである。
統一農業税は損金算入可能費用の控除
後の所得に対して課せられる。
所得は通常の法人所得税規則に従って算
出される。費用は所定のリストに記載があ
り、かつ、経済的な合理性があり、適切に文
書化されている場合は損金算入が可能で
ある。
統一農業税率は6%である。
予定納税期限は上半期終了後であり、確
定納税及び税務申告の期限は翌年の3月
31日である。

Perm
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Rostov-on-Don

移転価格は、課税負担軽減目的ではなく
商業上の目的で価格が設定されていることを
確認するために税務当局によって監視される
ものである。
2012年の改正後、現行の移転価格税制
は基本的にOECDガイドラインに沿ったものと
なっているが、相違点もある。
関連者との取引（関連者間取引）は
移転価格税制の規制対象となる取引
（Controlled Transactions）である。あ
る会社が他社の意思決定に影響を与えうる
のであれば、同社は関連者となる。移転価
格税制では、例えば、直接または間接的に
25%以上の出資を行っている場合など、関
連者の範囲についての定義を規定している。
関連者間取引のうち、クロスボーダー取引や
一定の要件を満たした国内取引（10億ル
ーブルを超える取引など）は移転価格税制
の適用対象となる。また、関連者間取引で
ない場合でも、年間取引額が60百万ルーブ
ルを超えるクロスボーダー取引で(i)租税回避
地の税務上の居住者との取引、(ii)石油製
品や貴金属などに関連する取引の場合には
移転価格税制の適用対象となる。
OECDガイドラインと同様の５つの移転価
格算定方法が認められているが、再販売価
格基準法（RP法）及び独立価格比準法
（CUP法）が他の方法に比べ優先されてい
る。移転価格税制ではその他の方法の適用
ができない一回限りの取引の場合に取引価
格の評価鑑定の使用を認めている。グループ
内ローンに掛かる利息を除いてロシア税法上
の例外規定はない。
経済分析における比較対象取引の選定に
あたっては、比較対象となる活動が確認でき
ること、債務超過でないこと、営業利益を計
上していること、25%超の出資比率となる親
会社や子会社がいないこと、などの特定の要
件が求められる。ロシアの会社であれば、国
内会社の取引での分析が必要であり、国外
の会社が対象となっている場合には国外会
社の取引が比較対象として認められる。原

則として、分析は過去３年間の比較対象会
社の財務諸表に基づくこととされている。
納税者は取引実施年度（暦年）の翌年
5月20日までに、税務当局に対して移転
価格税制の規制対象取引（Controlled 
Transactions）の一覧を通知する必要が
ある。当該通知において、規制対象取引ご
との取引情報を開示する必要がある。例え
ば、売買取引であれば、製品ごとの価格、
量、入出荷地を開示することが必要である。
そのため、当該通知のデータ量が膨大になる
こともあり、通知書はXML形式にて税務当
局に提出される。
移転価格文書に関する要求事項も定めら
れている。税務当局は移転価格税制に係る
税務調査（移転価格調査）のため移転価
格文書の提出を求めることができ、その場合
納税者は税務当局より要請のあった日から
30営業日以内に移転価格文書を税務当
局に提出しなければならない。移転価格文
書は税法典に従い、年次で作成されなけれ
ばならない。
規制対象取引の通知が期限内に実施さ
れない場合または税務当局により通知内
容に不足・誤りが発見された場合に納税者
に科せられる罰金自体には重要性はない
（5,000ルーブル）。独立企業間価格に整
合しない価格での取引が発見された場合に
は、納税不足額の40%の罰則（2014年
から2016年までの取引については20%）が
納税者に科せられる。ただし、同取引価格が
独立企業間価格に整合していることを納税
者が文書によりサポートしている場合には、
同罰則については適用されない。これらの罰
則に加え、納付遅延にかかる利息相当額も
考慮される。
税法典では二国間（バイラテラル）及び一
国内（ユニラテラル）での事前確認制度
（APA）を認めているが、現在のところその
適用範囲は広くない。現在、税務当局は新
規でのAPAの申請数を減少させようとしてい
るが、同取り扱いは将来変更されていくことが
見込まれる。2017年には、ロシア財務省が
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二国間事前確認制度（バイラテラルAPA）
の適用・合意までの手続を公表することが見
込まれている。
OECDの推奨案に歩調を合わせ、ロシアにお
いても大規模な多国籍企業の移転価格文
書化に関する3つのアプローチを導入する予
定である。提出された法案には、多国籍企
業グループに属するロシアの納税者に  
(１) マスターファイル (２) ローカルファイル  
(３) 国別報告書の提供を要求している  
(１) マスターファイル及び (３) 国別報告
書は多国籍企業の最終親会社の税務上
の居住地にて提供を要求）。当該法律は
2017年に成立する見込みである。ロシア連
邦税務当局は、既に2017年1月26日に国
別報告書の交換のための権限のある当局

多国間合意（Multilateral Competent 
Authority Agreement）に署名してい
る。
移転価格に係る税務調査では、税務当局
はクロスボーダー取引に係る取引価格に着
目している。2012年から2013年の移転価
格に係る税務調査は主に石油製品、非鉄
製品、肥料の輸出取引が対象とされた。移
転価格に係る税務調査件数は限られていた
（最大で20件）が、調整額が巨額となるケ
ースもあった。今後は、ロシアでビジネスを行う
多国籍企業への税務調査がより活発に行わ
れると予想される。
2012年に適用開始となった移転価格ル
ールについて、2017年1月に初めての税
務訴訟の判例が公表された。税務当局は

ロシアの石油会社の輸出価格が、プラッツ
（Platts）が公表する相場を基礎とした独
立企業間取引価格と比して低いことを証明
した。
さらに、通常の税務調査においてもグループ
内取引の価格については確認・検討が行わ
れている。同税務調査において納税者が合
理性のない税務上の恩恵を受けているとみ
なされた場合には追徴税の請求がなされる
可能性がある。実際に通常の税務調査にお
いてグループ内取引価格について質問を受け
る可能性は非常に高くなっている。

Vladivostok
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CFCルール

支配下外国企業（Controlled Foreign 
Company: CFC）とは 以下のものを指
す。
 – 外国法人（ロシア連邦における税務上の
居住者ではない。）

 – 形式上の法人を含まない国外ストラクチ
ャー（形式上の法人とは、ファンド、パー
トナーシップ、信託、その他投資資金を集
めるための事業体もしくは信託受託者を
指す。）

 – 財団法人など、ロシアの税務上の居住者
である法人又は個人の持分を構成しない
外国法人

CFCルールには以下の法人に適用される。
 – ロシアの税務上の居住者が直接的に
25%以上の持分を保有している外国
法人

 – ロシアの税務上の居住者が直接的に
10%以上の持分を保有し、かつ、当該
居住者が直接的、間接的に50%以上の
持分を保有している外国法人

 – ロシアの税務上の居住者に支配されてい
る外国法人（例えば、支配関係にかか
る法的な基盤に関係なく、外国法人の利
益分配を決定することができるなど）

CFCルールではいくつかの免除規定を定めて
いる。この免除規定によりCFCの利益が課税
されなかった場合であってもCFCを支配してい
るロシアの税務上の居住者は報告義務を免
れることはできない。主な免除規定の内容は
以下の２点である。
 – CFCが活動実態のある会社、持株会
社、中間持株会社と認められる場合

 – CFCの財務報告年度末時点の実効税
率が、ロシアにおける加重平均法人所得
税率の75%以上の場合。この免除規定
は租税条約の締結国、かつロシア税務当
局が定める情報をロシアと交換している国
に所在する法人にのみ適用される。

CFCに帰属する未分配利益 への課税 は以
下のとおりである。

 – ロシアの税務上の居住者である法人が支
配している場合、法人所得税20%

 – ロシアの税務上の居住者である個人が支
配している場合、個人所得税13%

CFCの課税所得が”僅少な“基準値
（2017年は１社あたり10百万ルーブル）
以下の場合にはCFCの未分配利益はロシア
において課税されない。
外国法人税額や源泉徴収所得税等の
CFCに対する課税額は、ロシアにおけるCFC
課税時に控除できる。

税務上の居住者
外国法人であったとしてもロシア国内で事業
経営がなされている場合にはロシアの税務上
の居住者とみなされる可能性がある。
以下にあげる項目に一つでも当てはまる外国
法人はロシア国内で事業経営がなされてい
るものとみなされる。
 – 取締役会がロシア国内で定期的に決議・
運営されおり、他国よりも大きな規模で開
催されている。

 – 執行役員による業務執行・運営が主にロ
シア国内で行われている。

明記されていないが、「業務執行・運営」とは
会社の日常的な業務執行を行うための意思
決定やその他の活動を含んでいるものと解さ
れている。
上記の要件の一つが、ロシア国内にも国外
にも同時に当てはまる場合は、追加の要件
が検討される。以下の要件を一つでも満た
す外国法人はロシアの税務上の居住者とみ
なされる。
(1) 会社の財務会計または管理会計がロシ   

  ア国内で行われている
(2)  会社の証憑関係がロシア国内で作成さ

れ、処理されている
(3)  運営レベルの人事機能がロシア国内に

ある
Krasnoyarsk
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Ekaterinburg

ロシア国外の租税条約締結国において、従
業員を雇用し、資産を使用して、事業活動
を行っている場合、外国法人はロシアの税務
上の居住者として認識されない。
ロシアの税務上の居住者となる外国法人は
ロシアにおける納税義務の対象という点で無
制限となる。例えば、全世界において獲得
した収入はロシア法人所得税の計算対象
となる。

受益権者（Beneficial	
Ownership）の要件
2015年1月1日より受益権者
（Beneficial Ownership）のコンセプトが
ロシア税制に取り入れられた。これは、国外

に受動的所得（特に、配当、利息、ロイヤ
ルティ、リース収益）を支払っているロシア企
業は、その受領者がロシアで生じた所得に係
る受益権者（Beneficial Ownership）
である場合に限り、租税条約（源泉所得税
率の減免）の適用を受けることができること
を意味する。
ロシア税法典における受益権者
（Beneficial Ownership）の定義は
 – 以下によって、独立して所得の使用、及び
（又は）処分することができるもの
 − その企業に対する直接又は間接の出
資

 − その企業に対する支配
 − その他の環境

 – その者の利益のために他者が所得を処分
する権利を有している場合の当該者

2017年1月1日より、租税条約の適用
を受けようとする国外の受領者はロシアの
納税者に対し、受益権者（Beneficial 
Ownership）であることを確認する書類を
提出する義務を負うこととなった。書類が提
出されない場合には租税条約の適用を受け
ることができない。
また、税法典では、いわゆる「ルックスルー・ア
プローチ」を採用しており、たとえ所得の直接
の受領者が他の者であったとしても、特定の
状況下では受益権者が居住する国の租税
条約に基づく源泉徴収所得税率の減免措
置が適用される。
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個人所得税
ロシアの個人所得税（PIT）は、納税者の
税法上の居住資格によって異なる。個人が
連続する12ヶ月間に183日以上ロシア連邦
に物理的に滞在する場合、当該個人はロシ
ア税法上居住者とみなされる。治療または教
育活動のためにロシア国外へ短期間旅行し
ても（6ヶ月未満）、当該個人のロシアでの
滞在期間が継続しているものとみなされる。
個人の税法上の居住資格を決定する目的
でロシアでの滞在日数を計算する際には、到
着日と出発日の両方が含まれる。
企業がロシア国内で支払いを行う場合、適
切な源泉徴収所得税率を適用するため、支
払日ごとに個人の税法上の居住資格を判
断しなければならない。居住資格は給与支
払日の直前の12ヶ月間における183日間を
基準に判断されるため、源泉徴収税額は最
終確定額と一致しないこともある。
最終的な租税債務は報告対象である暦年
の個人の税法上の居住資格に基づき決定さ
れる。居住資格は暦年を報告対象年度とし
て183日間基準に基づき決定される。
納税居住者は、国に関係なく全世界所得に
関して個人所得税の対象となるが、非居住
者はロシアの国内源泉所得に関してのみ個
人所得税が課せられる。

課税標準
課税所得には、現金、現物、みなし所得（
受贈益）の形態で受け取った収入が含まれ
る。支配下外国企業（CFC）の所得は税
務上の居住者のものとして課税の対象に含
まれる。現物に係る所得は受け取った物品
または消費したサービスの市場価格に基づき
評価される。
みなし所得は原則として下記の場合に生じ
る。
 – 組織及び個人事業主からのロシア中央
銀行のリファイナンシング金利の3分の2を
ベンチマーク金利とするロシア・ルーブル建
ての借り入れ、または年利9%までのその
他の通貨建ての借り入れについて利息が

支払われた場合。ロシア以外の銀行が発
行したクレジット・カードの使用の際にもカ
ード保有者にみなし所得が発生する場合
がある。

 – 物品またはサービスを個人が(市場価格
より)有利な価格で関連者から購入した
場合

 – 市場水準以下の価格で有価証券や金
融商品を取得した場合 （適用が免除さ
れる場合もある）

 – 未配当の支配下外国企業の所得（以
下に該当しないもの）
 − ロシアでの免税対象の所得である。 
(特別な規定が適用される）又は、

 − 報告年度の所得が法律で定められた
上限値を超えない。（例えば、2017
年度は10百万ルーブル）

税率
すべての種類の所得に対して13%の個人
所得税率が適用されるが、雇用以外による
特定の種類の所得（例：借入金に対する
有利な金利によるみなし所得）については
35%の税率が適用される。
税務上の非居住者のロシア国内源泉所得
については30%が適用されるが、以下の例
外規定がある。
 – ロシア企業から税務上の非居住者が受け
取った配当所得については15%　

 – 税務上の非居住者が高技能専門家の地
位を持つ外国人の被雇用者である場合、
ロシアでの雇用所得については13%

所得控除
基礎控除
月額3,000ルーブル及び500ルーブルの基
礎控除が特定の個人納税者（傷痍退役
軍人や身体障害者など）に認められてい
る。納税者に複数の基礎控除が適用され
る場合、利用可能な最大額の控除が適用
される。 Perm
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課税
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加えて、月額1,400ルーブルの基礎控除が
2人の子供それぞれについて親に与えられ、3
人目以降の18歳未満の子供、または18歳
から24歳までの学生の場合は子供1人につ
いて、それぞれ3,000ルーブル（身体障害
者の場合は子供１人につき12,000ルーブ
ル）が与えられる。片方の親が控除の拒否
を適用した場合、もしくは片親の場合は、控
除額は倍になる。
これらの所得控除は、両親の年間累積所
得が350,000 ルーブル未満の場合適用さ
れる。
社会控除
社会控除は、適格慈善費用について適用さ
れるが、課税期間に受け取った所得の25%
を超過することはできない。
社会控除は、以下の項目に関して利用で
きる。
 – 納税者とその子供に関する教育費
 – 納税者とその配偶者、両親、子供の医療
及び医薬品に関する費用

 – 納税者とその配偶者、両親、子供の任意
医療保険のための支払保険料

 – 納税者とその配偶者、両親、障害のある
子供のための個人年金基金への拠出

 – 年金の積立部分に対する追加の保険負
担金

上記の5つの所得控除の合計額は納税者
1人につき1年間で120,000ルーブルを超え
ることはできない（ただし、ロシア政府が承認

Yuzhno-Sakhalinsk

したリストに記載されたある種の高額医療に
関しては、実際の費用金額が控除可能であ
り、納税者の子供の教育費については子供
1人当たり50,000ルーブルを上限として控
除可能である）。
資産関連の控除
資産控除はロシア連邦内で住宅の購入
（建設）及び住宅用の土地の購入（ま
たは住宅と一緒に）に関する費用（最大
2,000,000ルーブル）に対して適用できる。
上記で言及した住宅等の購入・建築の支払
のための借入費用について、税額控除を申
請できる（最大3,000,000ルーブルまで）
。所有期間が3年未満または5年未満（住
宅及び土地の購入状況による）の住宅及
び土地の売却時の費用は最大1,000,000
ルーブルまたは文書化された実際の費用額
の税額控除申請が可能である。所有期間が
3年未満または5年未満（住宅及び土地の
購入状況による）のその他の資産の売却に
係る費用については、最大250,000ルーブ
ルまたは文書化された実際の費用額につい
て、税額控除申請が可能である。
3年以上または5年以上（住宅及び土地の
購入状況による）有していた資産の売却に
係る所得は売却年度においてロシア税法上
の居住者である場合には、非課税である。
事業控除
事業控除は登録された自営業活動を行って
いる個人に対して認められる。この控除は文
書化された事業関連費用に適用される。事

業関連費用が文書化されていない場合、個
人事業主は事業所得の20%を上限として
事業控除を適用することができる。
事業控除は民法上のサービスまたは労働契
約に基づき所得を受領した個人に対しても
認められる。これらの契約に基づき実施した
サービスに関連する文書化された費用に基づ
き、控除が適用される。
著作報酬または特別な知的財産の創造、
実施またはその他の利用による報酬を受領
する個人は文書化された費用に対し、もしく
は費用を裏付ける文書がない場合は固定額
で（知的財産の種類により20%から40%)
、事業控除を申請することができる。
関連する民法上の契約に基づき事業を行っ
ている個人は、文書により裏付けされた事業
費用について、直接税額控除を申請するこ
とができる。
投資控除
ロシア国内の個人口座を通じた特定の種類
の有価証券の売却については投資控除を適
用することができる。

申告及び納付
個人に報酬を支払っている個人事業主、ロ
シア法人、ロシアに登録されている外国法人
の駐在員事務所及び支店は納税代理人と
みなされ、かかる個人に支払う所得から個人
所得税を源泉徴収し、ロシアの金融当局に
納付する義務を負う。

© 2017 KPMG. KPMG refers JSC “KPMG”, “KPMG Tax and Advisory” LLC, companies incorporated under the Laws of the Russian Federation, 
and KPMG Limited, a company incorporated under The Companies (Guernsey) Law, as amended in 2008.  All rights reserved. 



39Doing Business in Russia

個人所得税が納税代理人によって源泉徴収されない場合、納税代
理人は税務当局及び同個人にその旨を知らせなければならない。源
泉徴収されない所得を受領している個人は税務当局によって発行さ
れた税額計算書に基づき（翌年の12月1日までに発行される）、
未払税額を納付する必要がある。その他の場合で源泉徴収されない
所得を受領している個人は個人所得税申告書を税務当局に提出
し、未払税額を納付する必要がある。一般的に、個人所得税申告
書は翌年の4月30日までに提出し、7月15日までに納付する必要
がある。ロシア出国済みの非ロシア国籍者については別個の規制が
適用される。
個人の未払いの税務債務はロシアルーブルで支払わなければならな
い。特定のケースにおいては、第三者の個人又は法人が納税者に代
わって納税することが可能である。

還付
状況により、納税代理人や税務当局より還付の請求がなされること
がある。個人所得税の申告書は個人が特定の税務控除を請求する
ときも必要である。個人が税額控除を請求する場合、または特定の
状況において納税代理人により源泉徴収された個人所得税の還付
を請求する場合も、個人所得税申告書を提出しなければならない。

個人に対するその他の課税
個人資産税
個人が保有する家、アパート、別荘、車庫、その他の建物、施設、建
築物は個人資産税が課される。
税率は資産の評価額及び種類に基づき0.1%～2%であり、地域
当局により決定される。

特定のカテゴリーの納税者（年金受給者など）は個人資産税を免
除される。
個人資産税は税務当局によって毎年査定され、納税者は査定に基
づき翌年の10月1日までに納税しなければならない。
土地税
土地区画を保有する個人には土地税が課税される。
土地税は登記簿上の価格に基づき税務当局によって査定され、算
定される。
土地税率は土地区画の種類や地域の法律により異なるが、登記簿
上の価格の1.5%を超えないこととされている。
車両保有税
車両を保有する個人には車両保有税が課税される。
課税対象車両は自動車、オートバイ、スクーター、バス、航空機、ヘ
リコプター、発動機船、ヨット、帆船、ボート、スノーモービルなどが含ま
れる。
車両保有税は車両のエンジン出力、乗車可能人数と地域法で設定
されたそれぞれの税率に基づき算出される。
個人が財産や車両の税務上の価値評価を行っていない場合、翌暦
年の12月31日までに税務当局に報告義務を負う。
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財務報告
ロシアの会計原則
ロシアの会計は4つの異なるレベルで構成さ
れる法制度によって規制されている。
第1レベルは企業が会計を設定し維持する
方法を規制する以下のような法律で構成
される。
 – 会計に関する連邦法。これには基本的
な会計及び財務報告要件が含まれる。

 – ロシア連邦民法。これは多くの会計上の
論点を集約したもので、法人を独自の貸
借対照表を持つものとして定義し、年次
財務諸表の承認義務を規定し、子会
社と関連会社を定義し、さまざまな種類
の法人の再編及び清算手続について定
めている。

 – ロシア連邦における小規模事業に対する
政府支援に関する連邦法は簡易手続
による会計及び財務報告の作成につい
て規定している。

 – 株式会社及び有限会社に関する連邦
法は情報開示と表示要件、年次報告
書に記載されるデータの内部監査人によ
る検証の必要性に関する要件、年次財
務諸表の承認手続、及び監査意見を
必要とする状況について規定している。

第2レベルは会計方針、財務諸表の作成と
表示、固定資産、無形資産、棚卸資産、
借入金、収益、費用、金融投資、法人所
得税等の会計処理を規制する会計規則
（基準）から構成される。
基本的にこれらの規則の多くは国際財務報
告基準（IFRS）に類似している。国内会
計制度のIFRSへの調和は1998年に着手
された会計改革の一部である。
新会計規則はこれから発表される予定で
ある。この新会計規則に盛り込まれるテー
マはIFRS基準の現行リストに即したものと
なっている。例えば、ロシアの現行の会計規
則には、リースや資産の減損に関する基準
がない。さらに、現行の会計規則についても
IFRSへの準拠を強化するために定期的に
見直しが行われている。 
第3レベルは会計に関する方法論に係るイ
ンストラクションで構成されており、特定の種

類の活動に対して、会計原則及び規則を
適用するための具体的な手続を提示した
参考例などが含まれている。
このレベルにおける最も重要な文書は、勘
定科目一覧表とそれに関する指示書であ
る。
第4レベルは会社自身が発行した、体系
的、技術的、組織的なすべての側面に関
する会計方針を決定した文書で、会計方
針に関する会社の内部規定によって承認さ
れたものである。関連する会計基準に特定
の会計処理が明記されていない場合、企
業は独自にそれを策定し、会計方針の中に
組み入れて適用する権利を有する。
ロシア連邦にある外国法人の支店及び駐
在員事務所は当該外国法人が所在する
国の会計規則がIFRSと矛盾していない限
り、その会計規則に基づいた会計方針を適
用することが認められている。ただし、支店
及び駐在員事務所は年間活動報告書を
税務申告書と一緒に税務当局に提出しな
ければならない。
ロシア連邦における主要な会計原則は以
下のとおりである。
 – 分離企業の原則：企業の資産と負債
は所有者の資産と負債または他者から
企業に提供された資産から分離されて
いる。

 – 継続企業の原則：企業は予測可能
な将来において事業を継続するとみなさ
れる。

 – 会計方針の一貫性の原則：企業が選
択した会計方針は１つの報告対象年度
から次の報告対象年度へと一貫して適
用され、その変更はロシア連邦法または
会計規則の変更、企業による新しい会
計処理方法の策定、もしくは事業状況
の著しい変化の場合にのみ認められる。

 – 期間帰属の原則：事業取引はかかる
取引に関する授受が実際に行われたタイ
ミングに関係なく、発生した報告対象年
度に計上される。

 – 取引記録の適時性と網羅性の原則：
経理担当者は定められた期限に従い記

40 Doing Business in Russia

© 2017 KPMG. KPMG refers JSC “KPMG”, “KPMG Tax and Advisory” LLC, companies incorporated under the Laws of the Russian Federation, 
and KPMG Limited, a company incorporated under The Companies (Guernsey) Law, as amended in 2008.  All rights reserved. 



41Doing Business in Russia

録し、実施されたすべての取引を反映させ
なければならない。 

 – 保守主義の原則：経理担当者は資産
や収益よりむしろ負債や費用を計上しな
ければならず、簿外引当金は認められな
い。

 – 実質優先の原則：取引は法的形式では
なく、経済実態や事業環境に基づき会計
処理されなければならない。

 – 非矛盾の原則：分析的な会計データは
各月末日現在の総合的会計データと一
致していなければならない。

 – 合理的原則：企業の規模及び事業環
境に応じた合理的な会計処理方法を適
用しなければならない。

 – 重要性の原則：重要な資産、負債、収
益、費用、取引に関するデータは、これら
の情報が企業の財政状態や経営成績の
評価に不可欠である場合は、個別に記
録されなければならない。

企業は政府が設定した勘定科目一覧表に
準拠した勘定科目表を使用する。 
企業が遂行するすべての事業活動はロシア
語での関連原始文書によって裏付けられな
ければならない。これらの文書は財務諸表の
基礎となる主要な会計書類である。他の言
語で作成された原始文書はすべてロシア語
に翻訳されなければならない。

法定報告要件
企業の財務諸表は当該企業の経済及び財
政状態、その状態の変動、事業活動の業
績を完全かつ信頼性をもって反映しなければ
ならない。
ロシア国内法に従い、営利法人は決算期間
に係る財務諸表を作成する。決算期間は、
法人の新規登録、組織再編、清算の場合
を除き、暦年である（1月1日から12月31
日）。 期中財務諸表は、決算期間より短
い、法律により定められた期間を対象として、
営利法人により作成される。
年次財務諸表には別途規定されている場
合を除き、以下のものが含まれる。

 – 貸借対照表
 – 損益計算書
 – 上記2表の添付資料として、資本の変動、
キャッシュ・フロー、借入金の推移、売掛金
と買掛金の変動、注記等の追加情報

 – 税務申告書及び監査意見は財務諸表に
は含まれない。

当該報告対象年度及びその前年度の2年
間の財務諸表に関する情報が、比較可能
な形式で表示されていなければならない。企
業の財務諸表には、当該企業の支店、駐
在員事務所、及び会社を構成するその他の
部署の業績を含まなければならない。
企業は年次財務諸表を以下に対して提出
する。
 – 株主
 – 統計当局
 – 税務当局
 – その他利害関係のある利用者（株主の
決定に基づく）

現在、連結財務諸表に関する連邦法によ
れば、一定のロシア企業は公式にロシア連邦
財務省により承認・公表されたIFRSによる
連結財務諸表を作成する義務を負う。作成
義務を負うロシア企業は、金融機関、保険
会社（強制医療保険のみを取り扱っている
保険会社を除く）、会社型投資ファンドの管
理会社、ユニット投資ファンド、非国家年金
基金、決済機関、連邦国営単一企業（こ
れら企業は上場し、ロシア政府による承認を
受けている）、及びロシア政府資本の株式
会社（これら企業は上場し、ロシア政府によ
る承認を受けている）である。
ロシア企業の財務諸表はIFRSと異なるロシ
アの法定規則に従って作成されている。この
ため外国人の株主や投資家に財務諸表を
提示する際は通常、法定財務諸表にIFRS
への調整内容を含んだものを準備する必要
がある。IFRSに準拠した財務諸表を提示
し、それに伴って透明性が強化されることによ
り、製造業分野への外国投資の流入が促
進され、より信用力が高まる可能性がある。

監査要件
監査に関する連邦法では、以下のロシアの
事業体に年次監査を受けることを義務付け
ている。
 – 株式会社
 – 上場企業
 – 金融機関、クレジット記録事務所、プロ向
け証券取引所の参加者、保険会社、決
済機関、相互保険組合、為替・コモディ
ティ・証券取引所、 非国家予算基金及 
びその他のファンド、有限責任型投資ファ
ンド、有限責任型投資ファンドの管理会
社、ユニット投資ファンド、非国家年金基
金（非国家予算基金を除く）

 – 前会計年度の物品売上（役務・
サービスの提供）による年間収益が
400,000,000ルーブルを超える、または
前会計年度末の貸借対照表上の資産
価値が60,000,000 ルーブルを超える会
社（農業組合とそれらの組合の連合体
を除く）

 – 連結財務報告書を作成し公表している
会社

 – その他の連邦法で監査が義務付けられて
いる会社

上場企業、金融機関、保険会社、非国家
年金基金、国が25%以上を保有する会
社、国有組織、国有企業及び連結財務諸
表の監査は、監査法人によって実施されな
ければならない。監査活動は自主規制の対
象であるため、ロシア連邦で監査サービスを
行うためには、監査法人は適切な自主規制
団体のメンバーにならなければならない。

© 2017 KPMG. KPMG refers JSC “KPMG”, “KPMG Tax and Advisory” LLC, companies incorporated under the Laws of the Russian Federation, 
and KPMG Limited, a company incorporated under The Companies (Guernsey) Law, as amended in 2008.  All rights reserved. 



42 Doing Business in Russia

Moscow

42 Doing Business in Russia

国名 配当(％) 利子(％) ロイヤルテ
ィ(％)

アルバニア 10 10 10

アルジェリア 5; 15* 0; 15* 15

アルゼンチン 10; 15* 0; 15* 15

アルメニア 5; 10* 0; 10* 0

オーストラリア 5; 15* 10 10

オーストリア 5; 15* 0 0

アゼルバイジャン 10 0; 10* 10

ベラルーシ 15 0; 10* 10

ベルギー 10 0; 10* 0

ボツワナ 5; 10* 0; 10* 10

ブラジル 10; 15* 0; 15* 15

ブルガリア 15 0; 15* 15

カナダ 10; 15* 0; 10* 0; 10*

チリ 5; 10* 15 5; 10*

中国 5; 10* 0 6

クロアチア 5; 10* 10 10

キプロス 5; 10* 0 0

キューバ 5; 15* 0; 10* 5

チェコ共和国 10 0 10

デンマーク 10 0 0

エジプト 10 0; 15* 15

フィンランド 5; 12* 0 0

フランス 5; 10; 15* 0 0

ドイツ 5; 15* 0 0

ギリシャ 5; 10* 7 7

香港 5; 10; 0* 0 3

ハンガリー 10 0 0

アイスランド 5; 15* 0 0

インド 10 0; 10*
10

インドネシア 15 0; 15* 15

イラン 5; 10* 0; 7.5* 5

アイルランド 10 0 0

イスラエル 10 0; 10* 10

イタリア 5; 10* 10 0

日本 15 0; 10* 0; 10*

カザフスタン 10 0; 10* 10

朝鮮民主主義人民共和国 10 0 0

大韓民国 5; 10* 0 5

クウェート 0; 5* 0 10

キルギスタン 10 0; 10* 10

ラトビア 5; 10* 5; 10* 5
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添付資料	1源泉徴収税率表
国名 配当(％) 利子(％) ロイヤルテ

ィ(％)
アルバニア 10 10 10

アルジェリア 5; 15* 0; 15* 15

アルゼンチン 10; 15* 0; 15* 15

アルメニア 5; 10* 0; 10* 0

オーストラリア 5; 15* 10 10

オーストリア 5; 15* 0 0

アゼルバイジャン 10 0; 10* 10

ベラルーシ 15 0; 10* 10

ベルギー	 10 0; 10* 0

ボツワナ 5; 10* 0; 10* 10

ブラジル 10; 15* 0; 15* 15

ブルガリア 15 0; 15* 15

カナダ 10; 15* 0; 10* 0; 10*

チリ 5; 10* 15 5; 10*

中国 5; 10* 0 6

クロアチア 5; 10* 10 10

キプロス 5; 10* 0 0

キューバ 5; 15* 0; 10* 5

チェコ共和国 10 0 10

デンマーク 10 0 0

エジプト 10 0; 15* 15

フィンランド 5; 12* 0 0

フランス 5; 10; 15* 0 0

ドイツ 5; 15* 0 0

ギリシャ 5; 10* 7 7

香港 5; 10; 0* 0 3

ハンガリー 10 0 0

アイスランド 5; 15* 0 0

インド 10 0; 10*
10

インドネシア 15 0; 15* 15

イラン 5; 10* 0; 7.5* 5

アイルランド 10 0 0

イスラエル 10 0; 10* 10

イタリア 5; 10* 10 0

日本 15 0; 10* 0; 10*

カザフスタン 10 0; 10* 10

朝鮮民主主義人民共和国 10 0 0

大韓民国 5; 10* 0 5

クウェート 0; 5* 0 10

キルギスタン 10 0; 10* 10

ラトビア 5; 10* 5; 10* 5

国名 配当(％) 利子(％) ロイヤルティ
(％)

レバノン 10 0; 5* 5

リトアニア 5; 10* 0; 10 5; 10*

ルクセンブルグ 5; 15* 0 0

マケドニア 10 10 10

マレーシア -; 15* 0; 15* 10; 15*

マリ 10; 15* 0; 15* 0

マルタ 0; 5; 10* 5 5

メキシコ 10 0; 10* 10

モルドバ 10 0 10

モンゴル 10 0; 10* -*

モンテネグロ 5; 15* 10 10

モロッコ 5; 10* 0; 10* 10

ナミビア 5; 10* 0; 10* 5

オランダ 5; 15* 0 0

ニュージーランド 15 10 10

ノルウェー 10 10 0

フィリピン 15 0; 15* 15

ポーランド 10 10 10

ポルトガル 10; 15* 0; 10* 10

カタール 5 0; 5* 0

ルーマニア 15 0; 15* 10

サウジアラビア 0; 5* 0; 5* 10

セルビア 5; 15* 10 10

シンガポール 5; 10* 0 5

スロバキア共和国 10 0 10

スロベニア 10 10 10

南アフリカ 10; 15* 0; 10* 0

スペイン 5; 10; 15* 0; 5* 5

スリランカ 10; 15* 0; 10* 10

スウェーデン 5; 15* 0 0

スイス 0; 5; 15* 0* 0

シリア 15 0; 10* 4.5/13.5/18

タジキスタン 5; 10* 0; 10* 0

タイ 15 -; 0; 10* 15

トルコ 10 0; 10* 10

トルクメニスタン 10 5 5

アラブ首長国連邦 -/0* -/0* -*

イギリス 10* 0 0

ウクライナ 5; 15* 0; 10* 10

米国 5; 10* 0 0

ウズベキスタン 10 0; 10* 0

ベネズエラ 10; 15* 0; 5; 10* 10; 15*

ベトナム 10; 15* 10 15
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 – オーストラリア：ロシア企業の資本の10%以上を直接保有し、
出資が700,000豪ドル以上のオーストラリア企業（パートナーシッ
プではない）に対して、通常税率が課せられた利益から支払われ
る配当で、オーストラリアでは課税が免除される配当の場合、5%
。その他の場合は15%。

 – オーストリア：受領企業（パートナーシップではない）がロシア企
業の資本の10%以上を直接保有し、その出資額が100,000米
ドル超の場合、配当の5%。その他の場合15%。

 – アゼルバイジャン：政府に支払われる利息については、利息の
0%、その他の場合10%。

 – ベラルーシ：政府または国営銀行に支払われる利息については、
利息の0%、その他の場合10%。

 – ベルギー：政府、地方政府、公共団体、銀行、または金融機関
に支払われる利息については、利息の0%、その他の場合10％。

 – ボツワナ：受領者がロシア企業の資本の25%以上を直接保有
する場合、配当の5%、その他の場合10%。政府、地方政府、
政府下部組織、または中央銀行に支払われる利息については、
利息の0%、その他の場合10%。

 – ブラジル：受領者がロシア企業の資本の20%以上を直接保有
する場合、配当の10%。その他の場合15%。政府または公共
団体に支払われる利息等については、利息の0%、その他の場合
15%。

 – ブルガリア：政府またはブルガリア銀行に支払われる利息について
は、利息の0%、その他の場合15%。

 – カナダ：受領企業がロシア企業の資本または議決権の10%以上
を保有する場合、配当の10%。その他の場合15%。中央銀行
に支払われる利息については、利息の0%、その他の場合10%。
ロイヤルティについては、コンピュータ・ソフトウェア、特許権、ノウハウ
については0%。その他の場合は10%。

 – チリ：受領者がロシア企業の資本の25%以上を直接保有する
場合、配当の5%。その他の場合10%。ロイヤルティについては、
機器のレンタルについては5%、その他の場合は10%。

 – 中国：受領者がロシア企業の資本の25%以上を直接保有する
場合、かつ持分の価値が80,000ユーロ、または他の通貨で同等
の価値を上回っている場合、配当金の5%。その他の場合10%。

 – クロアチア：受領企業がロシア企業の資本の25%以上を保有
し、出資額が100,000米ドル、若しくはその他の通貨で同等以上
の場合、配当の5%。その他の場合10%。

 – キプロス：出資額が100,000米ドル以上の場合、配当の5%。
その他の場合10%。

 – キューバ：受領企業（パートナーシップ以外）がロシア企業の資
本の25%以上を直接保有する場合、配当の5%。その他の場合
15%。政府、地方政府、または公共団体に支払われる利息につ
いては、利息の0%、その他の場合10%。

 – エジプト：政府、地方政府、公共団体、または国営銀行に支払
われる利息については、利息の0%、その他の場合15%。

 – フィンランド：受領企業（パートナーシップ以外）がロシア企業
の資本の30%以上を直接保有し、出資額が100,000米ドル、
または現地通貨で同等以上の場合、配当の5%。その他の場合
12%。

 – フランス：フランス企業が、(i)ロシア企業に500,000フラン以上
直接投資し、(ii)フランスで課税対象だが、配当に関しては免税の
場合（出資持分控除）、配当の5%。前述の要件を1つだけ満
たしている場合は配当の10%。その他の場合15%。

 – ドイツ：ドイツ企業がロシア企業の資本の10%以上を保有し、
出資額が80,000ユーロ以上の場合、配当の5%。その他の場合
15%。

 – ギリシャ：受領企業（パートナーシップ以外）がロシア企業の資
本の25%以上を直接保有する場合、配当の5%。その他の場合
10%。

 – 香港：中華人民共和国香港特別行政区政府、香港金融当
局、為替ファンド、及び中華人民共和国香港特別行政区政府に
100%又は過半数の支配を受けている法人への配当、または両
国の所管官庁が相互に同意している場合に配当の0%。受領企
業（パートナーシップ以外）がロシア企業の資本の15%以上を
直接保有する場合、配当の5%。その他の場合10%。

 – アイスランド：受領企業（パートナーシップ以外）がロシア企業の
資本の10%以上を保有し、出資額が100,000米ドル以上の場
合、配当の5%。その他の場合15%。

 – インド：公共団体に支払われる利息については、利息の0%、そ
の他の場合10%。

Moscow

© 2017 KPMG. KPMG refers JSC “KPMG”, “KPMG Tax and Advisory” LLC, companies incorporated under the Laws of the Russian Federation, 
and KPMG Limited, a company incorporated under The Companies (Guernsey) Law, as amended in 2008.  All rights reserved. 



45Doing Business in Russia

 – インドネシア：公共団体に支払われる利息については、利息の
0%、その他の場合15%。

 – イラク：受領企業（パートナーシップ以外）がロシア企業の資本
の25%以上を直接保有する場合、配当の5%。その他の場合
10%。締結国、地方政府、公共団体、または国営銀行に支払
われる利息については、利息の0%、その他の場合7.5%。

 – イスラエル：政府、地方政府、または中央銀行に支払われる利
息については、利息の0%、その他の場合10%。

 – イタリア：配当受領企業がロシア企業の資本の10%以上を直
接保有し、出資額が100,000米ドル以上の場合、配当の5%。
その他の場合10%。 

 – 日本：政府、地方政府、公共団体、または中央銀行に支払わ
れる利息については、利息の0%、その他の場合10%。著作権ロ
イヤルティについては、ロイヤルティの0%。その他の場合10%。

 – カザフスタン：締結国、地方政府、または公共団体に支払われる
利息については、利息の0%、その他の場合10%。

 – 大韓民国：受領企業がロシア企業の資本の30%以上を直接保
有し、出資額が100,000米ドル以上の場合、配当の5%。その
他の場合10%。

 – クェート：政府、地方政府、公共団体、または中央銀行に支払
われる配当については、配当の0%、その他の場合5%。

 – キルギスタン：政府、地方政府、公共団体、または中央銀行に
支払われる利息については、利息の0%、その他の場合10%。

 – ラトビア：受領企業（パートナーシップ以外）がロシア企業の資
本の25%以上を直接保有し、出資額が75,000米ドル以上の場
合、配当の5%。その他の場合10%。一方の締結国の銀行等の
金融機関から、他方の締結国の銀行等の金融機関への貸付金
にかかる利息については、利息の5%、その他の場合10%。

 – レバノン：政府、地方政府、または公共団体に支払われる利息
については、利息の0%、その他の場合5%。

 – リトアニア：受領企業（パートナーシップ以外）がロシア企業の
資本の25%以上を直接保有し、出資額が100,000米ドル以上
の場合、配当の5%。その他の場合10%。政府、地方政府、公
共団体、または中央銀行に支払われる利息については、利息の
0%、その他の場合10%。ロイヤルティについては、機器のレンタル
については5%、その他の場合は10%。

 – ルクセンブルグ：ルクセンブルグの受領者がロシア企業の資本の
10%以上を保有し、出資額が80,000ユーロ以上、または自国
通貨でその相当額以上の場合、配当の5%。その他の場合15。

 – マレーシア：ジョイントベンチャーの利益の配当の場合は、配当の
15%、その他の場合は、各国内レートが適用される。租税条約
上の税率優遇はない。政府、または中央銀行に支払われる利息
については、利息の0%、その他の場合15%。ロイヤルティについて
は、著書の著作権、機器のレンタルについては10%、映画、放送
番組、及び文学、芸術の著作権については、15%

 – マリ：出資額が1,000,000フラン以上の場合、配当の10%、
その他の場合は、15%。政府または地方政府から支払われる利
息、及び政府、地方政府または中央銀行に支払われる利息につ
いては、利息の0％、その他の場合、15％。

 – マルタ：受領企業がロシア企業の資本の25%以上を保有し、出
資額が100,000ユーロ以上の場合、配当の5%、その他の場合
10%。年金基金の投資収益からの分配金については、0％。

 – メキシコ：政府、中央銀行、公共団体に支払った利息、特定の
銀行から付与、若しくは保証された3年超の借入にかかる支払い
利息については0%。その他の場合、利息の10%。

 – モンゴル：政府、中央銀行に支払った利息については、利息の
0%、その他の場合10%。ロイヤルティについては、国内税率が適
用され、租税条約上の恩恵はない。

 – モンテネグロ：受領企業（パートナーシップ以外）がロシア企業
の資本の25%以上を直接保有し、出資額が100,000米ドル以
上の場合、配当の5%、その他の場合、15%。

 – モロッコ：受領企業の出資額が500,000米ドル以上の場合、
配当の5%、その他の場合、10%。外貨預金にかかる利息、及
び政府から支払われる利息については、利息の0%、その他の場
合、10%。

 – ナミビア：受領企業（パートナーシップ以外）がロシア企業の資
本の25%以上を直接保有し、出資額が100,000米ドル以上の
場合、配当の5%、その他の場合、10%。政府、地方政府、また
は公共団体に支払う利息については、0%、その他の場合、10。 
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 – オランダ：オランダの企業（パートナーシップ以外）がロシア企業
の資本の25%以上を直接保有し、75,000ユーロ以上、または
自国通貨でその相当額以上を出資している場合、配当の5%。そ
の他の場合15%。

 – フィリピン：政府、地方政府、または公共団体に支払う利息につ
いては、0%、その他の場合、15%。

 – ポルトガル：ポルトガルの企業がロシア企業の資本の25%以上
を配当支払前の2年間中断なしに直接保有する場合、配当の
10%。その他の場合、15%。公共団体に支払った利息等につい
ては0%。その他の場合、10%。

 – カタール：政府、地方政府、または公共団体に支払う利息につ
いては、0%、その他の場合、5%。

 – ルーマニア：政府、国営銀行、外国貿易銀行または輸出入銀
行に支払う利息については、0%、その他の場合、15%。

 – サウジアラビア：政府、地方政府、公共団体、中央銀行に支払
う配当については、0%、その他の場合、5%。政府、地方政府か
ら支払われる、または政府、地方政府、公共団体に支払われる
利息については、0%。その他の場合、5%。

 – セルビア：受領企業（パートナーシップ以外）がロシア企業の資
本の25%以上を直接保有し、出資額が100,000米ドル以上の
場合、配当の5%、その他の場合、15%。

 – シンガポール：配当の受益者が配当支払会社の株主資本の
15%以上を保有する企業である場合、配当の5%。その他の場
合、10%。10%は不動産投資ファンドによって支払われた配当の
場合にも適用される。

 – 南アフリカ：配当受領企業がロシア企業の資本の30%以上を直
接保有し、出資額が100,000米ドル以上の場合、配当の10%
。その他の場合15%。公共団体が支払った利息等については
0%。その他の場合、利息の10%。

 – スペイン：(i) スペインの企業がロシア企業に100,000ユーロ以上
投資し、(ii) 配当がスペインで免税される場合、配当の5%。前
述の要件を1つだけ満たす場合、10%。その他の場合、15%。締
結国の居住者である金融機関が提供する長期貸付金（最低7
年間）の利息については、0%。その他の場合、利息の5%。

 – スリランカ：受領企業（パートナーシップ以外）がロシア企業の
資本の25%以上を直接保有している場合、配当の10%、その
他の場合、15%。政府、地方政府、公共団体、中央銀行に支
払われる利息については、0%、その他の場合、10%。

 – スウェーデン：スウェーデンの企業（パートナーシップ以外）がロシ
ア企業の資本の100%（合弁企業の場合は、当該合弁企業の
資本の30%以上）を保有し、外貨出資額が100,000米ドル以
上、または自国通貨でその相当額以上の場合、配当の5%。その
他の場合15%。

Nizhny Novgorod
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 – スイス：年金基金（または類似する機関、政府、政府機関、地
方政府、または中央銀行）に支払われる配当については、0%
、スイスの企業（パートナーシップ以外）がロシア企業の資本の
20%以上を保有し、出資額が200,000スイス・フラン超、また
は別の通貨でその相当額以上の場合、配当の5%。その他の場
合、15%。

 – シリア：政府、地方政府、公共団体に支払われる利息について
は、0%、その他の場合、10%。ロイヤルティについては、映画、放
送番組については、4.5%、文学、芸術、科学分野の著作権につ
いては、13.5%、その他の場合、18%。

 – タジキスタン：受領者がロシア企業の資本の25%以上を直接
保有する場合、配当の5%。その他の場合10%。政府、地方政
府、公共団体、または中央銀行に支払われる利息については0%
。その他の場合、利息の10%。

 – タイ：政府、公共団体、中央銀行、輸出入銀行に対して支払わ
れる利息については0%。金融機関に対して支払われる利息の場
合、10%。その他の場合は、国内の税率が適用される（条約に
基づく一般的な軽減はない）。 

 – トルコ：政府または中央銀行に支払われる利息については0%。
その他の場合、利息の10%。

 – アラブ首長国連邦：配当の受領者が、金融機関または機関投
資家の場合、配当の0%。利息の受領者が、金融機関または機

関投資家の場合、利息の0%。租税条約では、ロイヤルティは対
象となっていない。

 – イギリス：配当が受領会社にとって課税対象である場合は、配当
の10%。

 – ウクライナ：出資額が50,000米ドル以上の場合、配当の5%。
その他の場合、15%。政府または中央銀行に支払われる利息に
ついては0%。その他の場合、利息の10%。

 – 米国：受領会社がロシア企業の資本または議決権の10%以上
を保有する場合、5%。その他の場合、10%。

 – ウズベキスタン：政府または中央銀行に支払われる利息について
は0%。その他の場合、利息の10%。

 – ベネズエラ：受領企業（パートナーシップ以外）がロシア企業の
資本の10%以上を直接保有し、出資額が100,000米ドル以上
の場合、配当の10%。その他の場合15%。政府または中央銀
行に支払われる利息の場合、利息の0%。銀行に支払われる利
息の場合、5%。その他の場合、10%。ロイヤルティについては、
技術サービス報酬に対して、10%。その他の場合は、15%。

 – ベトナム：受領企業がロシア企業の資本に10百万米ドル以上投
資している場合、配当の10%。その他の場合、15%。
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添付資料	2	税金・	
関税違反に対する罰金
税法典に基づく罰金
違反の種類 罰金

税務当局への登録の遅延
登録遅延の場合は、10,000ルーブル。 
無登録で事業活動を行った場合、事業により稼得した所得の10%。ただし、40,000ルーブル
を下回らない。

課税申告書の提出の遅延 遅延した月ごと（全部または一部）に納付すべき税額の5%。ただし30%を限度し、1,000
ルーブルを下回らない。

課税所得及び費用項目に関する会計
規則の重大な違反

10,000ルーブル
複数の課税期間に渡る場合は、30,000ルーブル 
課税標準の過少申告の場合は、過少納付税額（該当する場合）の20%。たし、40,000
ルーブルを下回らない。

税の未納付または過少納付 課税標準の過少申告または違法行為による税の過少納付に対して、過少納付税額の20%。
故意による税の過少納付に対して、過少納付税額の40%。

納税代理人による源泉徴収漏れ／未
納付	

納税代理人によって源泉徴収及び納付されなかった税額の20%

行政法に基づく罰金
違反の種類 罰金

税務当局への登録条件に対する違反 登録遅延に対して500～1,000ルーブル
無登録で事業活動を行った場合、2,000～3,000ルーブル

課税申告書の提出条件に対する違反 300～500ルーブルまたは警告

課税申告書の提出条件に対する違反 300～500ルーブルまたは警告

上記において、納税者が自ら誤りを改め、追徴税及び罰金を納
付した場合は、記帳と税金計算の誤りに関する延滞利息は科せ
られない。
通常、税の納付遅延に対して日歩、ロシア連邦中央銀行のリファ
イナンス利率（2017年2月28日現在、10%）の300分の1の
延滞利息が科せられる。30日以降の遅延に対する遅延利息は
上昇し、2017年10月1日現在、ロシア連邦中央銀行のリファイナ

ンス利率の150分の１の延滞利息が科せられる。
現在、最初の30日に掛かる利率は日歩0.0333％であり、その
後の遅延（2017年10月から）には日歩0.0666%の遅延利
息が科せられる。

上記の行政上の罰金は会社役員に課せられる。
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** ロシア刑法の199条

刑法に基づく罰金
ロシア刑法は、個人及び法人による「大規模」また「特に大規模」な
脱税に対する責任を規定している。
個人及び法人の脱税が「大規模」又は「特に大規模」となる基準は
ロシア刑法に規定されている。
法人の脱税が「大規模」（括弧内に記されている金額等は「特に大
規模」）と扱われる金額は 以下の場合を指す。
 – 3会計年度の過少納付額が5百万ルーブル（15百万ルーブル）
を超え、さらに（または）3会計年度の税務債務の25%（50％
）を超える場合

 – 3会計年度の過少納付額が15百万ルーブル（45百万ルーブ
ル）を超えている場合**

脱税による法人に対する責任（括弧内に記されている金額等は「特
に大規模」）は 以下のとおりである。 
 – 100,000～300,000ルーブル（200,000～500,000ルーブ
ル）の罰金

 – 有罪の個人に対する給与またはその他の所得の1-2年分（1-3
年分）の罰金

 – 最大2年間（5年間）の強制労働（これに加えて最大3年間の
特定の職位につく権利又は特定の業務を遂行する権利を剥奪さ
れる場合がある）

 – 最大6ヶ月間の逮捕（「大規模」とされた場合）
 – 最大2年間（6年間）の禁固刑（これに加えて最大3年間の特
定の職位につく権利又は特定の業務を遂行する権利を剥奪され
る場合がある）**

仮に脱税が悪意によるものと認められるとき、会社の税務担当者は
上記の脱税による刑事責任の対象になる。
法人は初めての脱税で、すべての未払税金額とそれに対応する延滞
利息と罰金を納付した場合、刑事責任を回避することができる。

関税違反に対する罰金
違反の種類 罰金

関税同盟の関税領域を越えた物品、または車両の違法
な輸送	

物品及び/または車両価値の50%～300％の罰金と、場合によっては没収

規定の形式による物品の申告がない場合 物品価値の50%～200%の罰金と、場合によっては没収

不正確な申告（例：名称、内容、物品分類コードなど
に関する不正確な情報の提供）により、関税を過少申
告した場合	

過少申告された関税支払の50%～200%の罰金と、場合によっては対象の物品
の没収

通関手続要件の違反	 物品価値の100%～200%の罰金と、場合によっては没収

物品の違法な取得、利用、保管または輸送	 物品価値の50%～200%の罰金と、場合によっては没収

関税の脱税 100,000～500,000ルーブルもしくは違反者の1～3年分の給与の罰金、最大
480時間の社会奉仕活動への強制参加、または最大2年間の禁固刑。 

Moscow
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添付資料	3	　KPMGの税務及び
法務部門
KPMGのチーム
KPMGロシア・CISはロシア人と外国人の両方の専門家を含 
む、400人以上の税務法務コンサルタントを擁しています。私たち
は現実のビジネスにおける広範な経験に基づき、最先端のアドバイ
ザリーサービスを提供します。
ロシア・CISの税務法務部門のトップであるミハイル・オルロフはロシ
ア市場での税務アドバイザリー・サービスに関する幅広い知識を活
かして、ロシア連邦議会の税法及び関税法評議会議長に着任し
ており、法案のドラフトやロシア連邦の大統領委員会の下、税務オ
ンブズマンとして事業者の権利のための活動をしています。強力か
つ団結した専門家集団のトップとして、ミハイルは複雑かつ慎重に
取り組むべき緊急の課題に直面するクライアントに寄り添い、信頼
されるパートナーになることをチームの優先事項に掲げています。

主要な問題に対するKPMGの取り組み
 – EPS対応　KPMGは統合的なアプローチにより、税務効率化も
考慮し、BEPSの課題に取り組んでおります。統合的なアプロー
チには、専門家による分析、タイムリーな業務提供、コンプライア
ンスへの対応、課題解決の自動化を含み、クライアントの事業に
おけるニーズを充たします。

 – 移転価格 　多くのさまざまな事業セクターにおいて、100を超す
複雑な移転価格税制問題に対する分析をロシア及び国際的
なクライアントへ提供してきました。

 – CFCプランニング　クライアントが国際的なグループストラクチャー
を構築する際の最も効果的な方法についてサポートしています。

 – M&A 　財務、法務、税務のデュー・デリジェンスから、企業再
編のアドバイス及び取引契約の法的なアドバイスまで、すべての
局面のサービスを提供しています。

 – 税務訴訟の解決 　当社の訴訟グループは広範な税務訴訟の
サポートを提供しています。これには裁判所での顧客の代理人と
しての弁護、税務調査及び審理前の和解プロセスでのクライア
ントのサポート、裁判所判決及び税務当局に関与または不関
与を求める上告のサポート、当局と交渉中のクライアントのため
の法律や実務の解釈が含まれます。

 – グローバル、地域レベルのコンプライアンス対応　海外に子会
社がある場合や新たにロシア市場への進出を検討される場合、
効率的な対応によりクライアントの経営資源をコア事業に向け
るため、私たちは税務・会計に係るすべての報告作成を支援し
ています。

法人税サービス
KPMGでは企業が直面する以下のような税務問題すべてに対処
する専任のチームを有しています。
 – 法人税や間接税に係る課題

 – 移転価格税制

 – 租税債務の効果的な管理

 – 企業再編中の税務面の考察

 – インターナショナルタックスプランニング

 – M&Aのための税務ストラクチャー

法務アドバイス
KPMGの法務チームはロシア国内および国際的な業務経験を有
する弁護士と法定代理人を50人以上、モスクワとサンクトペテルブ
ルクのオフィスに有しています。私たちのチームには法学博士やアメ
リカやイングランドで経験を積んだ弁護士を含んでいます。標準的
な法人登録サポートに加え、KPMGはM&Aのサポートや企業及び
個々のプロジェクト向けの法務サポートとして、法務デュー・デリジェ
ンスや株式譲渡契約書のドラフティングなどをサポートしています。

複雑な税金プロジェクト
KPMGの税務法務チームの専門家はITプロジェクト及び金融や戦
略的コンサルティングを必要とするプロジェクトを税務・法務上の観
点からサポートする経験を有しています。財務リスクを分析し、業務
を改善させ、ロシア法及び国際法に従いクライアントのシステムに適
合させます。これらのプロジェクトに係る我々の経験には、新しいソ
フトウェアシステムの導入、持株会社の再編のモニタリング、マネー
ロンダリングやコーポレート・インテリジェンスに関する問題へのアドバ
イス、商業上の紛争の解決などが含まれます。さらに、私たちはクラ
イアントの社内におけるさまざまなプロジェクトにも積極的に参加し、
人事管理面の改善や経営の効率性改善のサポートをしています。
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