Belgium | Deloitte Tax | 23 October 2018

グローバル・エンプロイヤー・サービス
イミグレーション

イミグレーション手続き目的の給与のインデ
クセーションと単一許可証アップデート
給与のインデクセーション
フランダース、ブリュッセル、及びワロン地域の当局は、外国籍の高
度な資格を持つ被雇用者、経営に携わる被雇用者、そしてブルーカー
ド保持者が満たさなくてはならない新しい必要最低給与額を発表しま
した。この給与額は、物価の上昇に伴って、毎年見直され、新しい額
が 2019 年 1 月 1 日付で適用されます。
実際には、2019 年 1 月 1 日以降、労働許可証は次の条件を満たした
者に発行されます。
•

•
•

高度な資格を持つ外国人であり、原則 4 年以内（さらに、その後
４年間の延長が可能）の労働者の場合は、仮にヨーロッパ国内の労
働市場で適切な労働者を雇用することが可能な場合も、年間税込み
給与額が 41,739.00 以上の場合、労働許可証が発行されます。
(昨年度は、 EUR 40,972.00)
経営に携わる外国人取締役の最低給与水準は、年間税込み給与額で
EUR 69,637.00 となりました。 (昨年度は、 EUR 68,356.00)
ブルーカード保持者の年間税込み最低給与額は、EUR 53,971.00
となりました。 (昨年度は、EUR 52,978.00)

上記の給与は、実際の賞与でなくてはならなく、経費ととらえられる
手当はそれに含まれません。

単一許可証アップデート

最近の各地域政府からの情報によると、前回の 8 月 3 日付のニュース
レターでもお伝えしたように、ベルギーの新しいイミグレーション手
続き（いわゆる、単一許可証）が 2019 年 1 月に開始される予定で
す。
デロイトイミグレーション・社会保障チームは、ベルギーの各地域と
のコンタクトを引き続き行い、より詳しい情報を入手次第、またご報
告致します。
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