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Message

from the Ambassador
対仏投資庁長官のメッセージ

本

書「Doing Business in France (フランスで事業を営む)」は、
対仏投
資庁 (IFA) と、
そのパートナーであるデロイト
・グループが、
フランスのビ

ジネス環境についてまとめた就業参照ガイドです。
本書はフランスへの投資を検討されている外国企業の役員の方々に向けて作成
されています。フランスではいまや2万社以上の外国企業がさまざまな法人形態
で事業を行っています。
急速に変化する国際環境の中で、
競争力の強化が最優先事項となった今、
フラン
スでの起業を検討している外国企業は、
真の成長機会を提供できる専門家を求
めています。
対仏投資庁は、
フランスに進出する外国企業をサポートするため、
150ヵ国以上に
展開するデロイト
・グループと協力提携しています。
フランス国内に15のインターナショナル・サービス・グループ、
そして10の海外拠点
を持つデロイト
・フランスは、
フランスに進出する企業のサポートに特化した、
ユニー
クで斬新な会社です。フランスに関するあらゆる専門知識を有したスペシャリストを
揃え、
企業のフランスへの移転および事業開発をお手伝いし、
監査、
税務、
法務、
財
務顧問、
コンサルティングおよび会計の各分野別に専門的な評価をいたします。
現在、
ヨーロッパ進出を検討している企業の中で人気のある国がフランスです。
ユーロ圏で経済的影響力が強く、
海外からの投資を歓迎しています。高い能力を
持った人材の育成、
研究開発の促進を目的とした政府の政策と数々のイニシアチ
ブが追い風となっています。フランスには多くの魅力があります。
本書により、
企業の投資、
イノベーションに対するフランスの最適な環境をご理解
いただければ幸いです。

David Appia
対仏投資誘致担当大使
対仏投資庁長官

Alain Pons
デロイト
・フランス 執行パートナー
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第 章
フランスへの進出を成功させるには
外国からフランスに投資を行う場合、原則として、行政上の制限はありません。フランスでは、
どのよう
な経営戦略をとる場合でも、進出目的に適した法人形態を選択することができます。法的に認められ
た進出形態で一時的・継続的に、確実に事業を営むことができ、簡単な手続、低コストで投資プロジェ
クトを自由に進めていくことができます。

外国投資企業のために簡素化された手続
• 統計または行政目的の簡単な手続
手続

該当するケース

統計目的のためにフランス銀行
>フランス企業の株式または議決権の10%以上の買収。
または1500万ユーロ以上の取引により、
（Banque de France）
に提出
所有株式ま
たは議決権が
10%
を超え
る場合。
される報告書
経済産業省
（財務省）
に提出
される報告書

>150万ユーロ以上の投資により新会社を設立する場合。
>事業分野の全体または一部を買収する取引
（最低額なし）
。
>フランス企業への直接的・間接的資本参加
（またはその他の取引）
で、
企業の株式または議決権の
3分の 1 以上を所有する場合
（資本参加がすでに50％を超えている場合を除く）
。

• 特定業種での事前承認

「重要」
とされる業種の買収には、事前承認が必要な場合があります。
フランス企業の議決権の過半数を超える資本参加。
ある事業分野の全体または一部を買収する場合。
欧州連合
（EU）
または欧州経済領域
（EEA）
に属しない国からの投資の場合、
資本または議決権の直接的・間接的な保有比率が33.33%
を超える場合についても許可が必要です
（ただし、投資企業が当該企業の経営支配権取得をすでに認可されている場合は除く）
。
2ヶ月以内に、経済・産業・雇用省から回答があります。
（回答がない場合には承認したものとみなされます）
。

• 事前承認の対象となる業種
対象となる投資

業種

EU加盟国からの投資

警備保障会社。生物物質または毒物など、
化学兵器製造を目的とした禁止物質の乱用防止に関わ
る業者。通信妨害を目的とした機器。情報技術で用いられるシステムの評価と認証。情報システムの
安全に関する製品の製造またはサービスの提供。二重用途の製品または技術。

EU非加盟国からの投資

上記に加え、
以下の業種。
ギャンブル
（カジノを除く）
。デジタル・アプリケーションの暗号化および暗号
解読システム。国防目的の認可事業。軍隊で使用するための武器、
弾薬、
爆発物または戦争で用い
る設備。
フランス国防省またはその関係機関と提携し研究や設備を提供する事業。

詳しくは、以下をご参照下さい。

通貨金融法典L.151-1条からL.152-6条
通貨金融法典R.153-1条以下
2003年3月7日省令
（許可に関する返答または申請を行うために必要な情報を詳しく記載しています
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1. 事業進出のための簡素化
された事務手続
会社設立の事務手続は大幅に簡素化され、
すべての
手続をオンラインで行うことができます。

1.「ワンストップ」窓口：企業登録センター
Centre de formalités des
entreprises（CFE）

事業立ち上げの形態にかかわらず、会社を新た
に設立するためのすべての手続を、
国内各地にあ
る企業登録センターCentre de formalités des
entreprises（CFE）の支部で行うことができます。
同センターは、
企業に代わって、
会社設立、
事業変更・
組織変更、
廃業に関する一件書類のすべての書類を
次の関係行政機関に送付します。商事・会社登記簿
（RCS）への登記の所要期間は数日です。設立手続
の費用は84ユーロ、
これに法定広告掲載紙における
公示の費用（約230ユーロ）が加わります。

>オンラインでの手続

会社や支社の設立、
変更、
または閉鎖のための手続
は、
オンラインで行うことができます。また、
申請の
進捗状況を以下のウェブサイトで確認することも可
能です。
www.cfenet.cci.fr; www.guichet-entreprises.fr

>規制対象になる職業

原則として、
規制対象またはライセンスが必要となる
職業、
または事業者団体に登録される職業（弁護士、
会計士、
建築家、
医師、
モノや人の輸送業者など）に
ついては、
該当する当局や専門機関への届出が必要
です。しかし、
ワンストップの窓口であるCFEでは、
会
社設立手続だけでなく、
特定の種類の事業設立にお
いて必要とされるすべての登記、
認可、
および届出申
請（専門ライセンス発行、
事業者団体への登録、
地方
自治体または県庁Préfectureへの企業設立届の提
出など）の受付開始を徐々に進めています。

1.1 フランスでの実際の登記手続き
CFEでの手続を行うためにはいくつかの方法があ
ります。
・外国企業がフランスに設立する会社の設立者と

して、
与えられた権限の下に自身で手続を行う。
・弁護士に依頼する。
・設立する会社の従業員またはパートナーに依頼
する。
CFEに申請を行う際には、
委任状が必要です。

2.すべてのニーズに対応する事業体
進出形態の選択は、投資企業の進出目的と、親会
社からどの程度の独立性をもった組織にしたいか
によって異なります。

2.1 少ない行政手順で済ませる：短期的進出
外国企業のフランス進出の第一歩としては、
現地で職
員（salarié isolé）
を採用するか、
駐在員事務所を開設
する方法があります。
この進出形態は、
税務上・社会保
障上、
特別な資格になります。
駐在員事務所：商業的活動を行わない名目上の代表
従業員をフランスで現地採用するか、
または本店社
員をフランスに派遣して、
駐在員事務所（bureau
de liaison）または代表事務所 bureau de
représentation）を開設して活動を行うことが可
能です。
駐在員事務所は、
市場調査、
宣伝広告、
情報提供、
商品保管、
または本社業務への準備的・補助的な性
格の活動に限られ、
営業活動はできません。法的な
独立性はありません。請求書の発行および契約への
署名は親会社が行わなければなりません。
税法において、
駐在員事務所は特定の地方税および
社会保障負担を支払うことが義務付けられています
が、
恒久的施設とはみなされないため、
法人税また
は付加価値税（VAT）の課税対象にはなりません。
ただし、
一部の地方税と社会保障費は課されます。
本格的な商業活動を行っている場合、
特に、
事務所
職員が外国本社の名義で契約に署名したり、
全面
的な生産活動を営んでいたり、
または企業がその事
業の全部もしくは一部を営んでいる一定の場所が
存在している場合などは、
恒久的施設とみなされる
恐れがあります。
駐在員事務所登記
駐在員事務所の登記は、
原則として必要ありません。
登記が必要になるのは、
本格的な商業活動を伴わな
い会社であっても、
駐在員事務所が自前の事業用不

フランスへの進出を成功させるには
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動産を保有しているか、
またはフランス国内で複数の
本社の定款（仏訳）2通、
入居証明書類（justificatif
従業員を雇用することを目的としている場合です。
de jouissance des locaux）などです。
提出書類は、代表者に関するもの ［身分証明書
企業は自社事業の法的安定性を確保するため、
税務
（pièce d' identité）、
無犯罪証明書（déclaration
当局に対して自社がフランスの恒久的施設に該当す
de non-condamnation pénale）、赴任者
るかどうか、
税務当局に事前に照会することができま
（expatriés）関係の書類、
県庁（Préfecture）への
す（3ヶ月以内に回答がない場合は、
税務当局より暗
在留届または該当する場合には「商人」滞在許可証］、 黙の許可が与えられたとみなされます）。

子会社設立までの主要ステップ
会社設立には、
会社の登記に至るまでの

・EU域外の外国人代表者の場合に

一定の手続を行う必要があります。支店

は、長期滞在ビザと滞在許可証
（「商

これらのステップのなかにはフランス国
内のほか本国でも手続を要するものが

や駐在員事務所ではなく本格的な現地

人
（commerçant）」
または
「能力・才

あるため、
数週間かかることもあります。

法人の設立を選択する場合は、
下記のス

能
（compétences et talents）」）
の

テップを見込んでおくべきです。
・公的融資または民間融資
（借入金、
リスクキャピタル、
ビジネスエンジェ

会社設立の完了後は、以下の手続が
必要です。

事前届出。

>フランスインターネットドメイン名協
議会（Association Française
pour le Nommage Internet en

・商号の選択
（国立工業所有権庁INPI

ル、
革新的企業投資共同基金Fonds

および商事裁判所書記局Greffe du

Communs de Placementdans

Tribunal de commerceの類似商
号調査）
、最初の役員の氏名、住所

l'Innovationなど）
の調査
・事務所探し、
および本拠地指定契約、
商事賃貸借契約
（bail commercial）
の締結、
または不動産取得による現地
法人の本拠地指定
・現地法人の法人形態の選択
（SAS、SARL、SAなど）
・会社定款
（statuts sociaux）
の作成お

の選択
・会計監査人
（1名あるいは複数名）
の
選任
（該当する場合）
・独立監査役による現物出資の評価
［
現物出資がある場合］
・資本金の設定
・フランス国内の銀行口座の開設お

Coopération：AFNIC）
へのインター
ネットドメイン名
（.fr）
の届出
>保険センターにて、会社
（およびその
事業用不動産）
を登録し自賠責保険
に加入する。
>従業員の退職年金（caisse de
retraite）
への加入
（登記後3ヶ月以
内に加入義務）
>専用フォーム
（déclaration préalable

よび署名
（会社が不動産所有者であ

よび設立中の会社の資本金の払込

à l’
embauche – DPAE）
を用いて

る場合には公証人立会のもとでの署

・本店所在地の税務署への定款の登

各 従 業員の雇 用に関する届 出を

名）
。これには他の事前ステップ
（登
記住所、会社役員、会社の目的の確
定など）
を済ませておく必要があります。
・最初の役員の任命書草案
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取得、
あるいはフランスに居住するこ
とを希望しない外国人役員のための

記
（手続無料）
・設立通知の法定公告掲載紙への
公示

URSSAFに提出

フランスで事業を営む

2.2 長期的進出なら選択肢は2つ

>親会社の登記簿（registre public étranger）
>親会社から権限を与えられた代表者に関する書

外国企業がフランスで永続的な事業所を拠点とし
て商工業活動を行うには、
支店か子会社を設立す
る必要があります。
支店―簡便な進出形態
支店（succursale）は、
外国企業が本格的な商業
活動を目的として、
初めて進出する際に便利です。
支店は、
法定代表者の指揮の下に、
本店に従属する
営業所として機能します。意思決定においても特別
な形式要件はありません。商工業分野の企業の活
動をすべて行えますが、
法的な独立性はなく、
本店
が支店のあらゆる行為について責任を負います。た
とえば、
支店が財政破綻した場合には、
本店たる外
国企業が支店の負債の返済について無限連帯責
任を負います。
支店は税法上の恒久的施設であり、
法人税及び付
加価値税（TVA）の課税対象になります。後に子
会社（filiale）に組織変更する場合には、
営業財産
（fonds de commerce）を譲渡する正式手続を
踏む必要があり、
それに伴う税負担も発生します。
支店の登記
支店は登記が義務づけられています。登記に必要
な書類としては、
（M0フォーム以外に）次のものが
あります。

類。身分証明書、
無犯罪証明、県庁Préfecture へ
の届出（代表者が欧州国籍でない場合）、
または該
当する居住許可書、
規制対象事業である場合は必
要資格を証明する認可書類
>支店住所証明書（justificatif de domiciliation）
子会社（フランス法人）の設立
―投資企業に多くのメリット
子会社と親会社の資産を分離することで、
在フラン
ス子会社の負債の返済について、
外国企業が無限
連帯責任を負うことがなくなります。一方、
子会社が
出した損失を親会社の利益で相殺することもできな
くなります。

>場合により、新規設立および事業拡大の際に公的
支援を申請することができます。

>子会社は、商業的・技術的ロイヤリティー、委託手数
料などの契約を締結することができます。

子会社は、
種々の税金が課されます。
子会社設立にあたっては、
専門弁護士のアドバイスを
受けることをお勧めします。フランス国内で開業する
弁護士のリストは、
各地の弁護士会で入手できます。

>親会社の定款2通（原本1通、および必要に応じて
法定翻訳査証付き仏訳1通）

フランスでの事業設立に関する簡単な比較

長期的進出

短期的進出

法人形態

定

義

特

徴

駐在員事務所

>単純な構造
（外国企業のフランスにおける駐在所）
（Registre du commerce et des
フランス国内にひとつの代理事務 >商業活動は企業登記
sociétés－RCS）
が完了している場合に限る
所。商業的活動は含まない。
>独立した運営権を持たない。

支店

営業活動を行える
外国企業を代表する事業体で、
法 >簡単な構造で、
独立した決定権を持つ
的責任は親会社たる外国企業が >フランスにおける代表支店として、
>取引の法的拘束力は外国企業を対象とする
負う
（販売契約への署名など）

子会社

フランス商法の適用を受け、
あらゆ >独立した法人組織
る種類の事業を行うことができる >取引の法的拘束力は、
子会社のみを対象とする

フランスへの進出を成功させるには
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フランス法人のための簡易化された登記手続
会社は商事・会社登記簿（Registre du commerce
et des sociétés－RCS）への登記により、
はじめて
法人格を得ます。会社設立段階では、
発起人がその
法的責任を負い、
その後新しく設立された会社によ
り引き継がれます。
新会社の登記申請に必要な書類としては、
（M0
フォーム以外に）次のものがあります。

>経営幹部（dirigeant）の任命、および、該当する

申請が受理されると、
商事裁判所書記局が企業設
立届出確認書（récépissé de dépôt de dossier
de création d’
entreprise）を無料で発行します。
この後、
商事・会社登記簿から「K-bis」と呼ばれる登
記証明が発行されます。これが、
会社が設立されたこ
とを認める公式の証明書類となります。
詳しくは、以下をご参照下さい。
国立統計経済研究所
（INSEE）
は各企業の主要な事
業内容に応じたAPEコードと、
従業員の雇用に必要と
なるSIREN番号およびSIRET番号
（企業登記番号）
を発行しています。

場合には、
会計監査人（commissaire（s） aux
comptes）の任命に関する会社定款の原本
>会社設立のためにこれまで済ませた手続を要約し
た表
2. ニーズに応じたさまざまな法体系
>現物出資がある場合は、現物出資監査役の報告
書2通
>店舗等の事業用不動産の入居契約書のコピー1通 1.資本会社の3つの法人形態
>会社設立公告を掲示した法定公告掲載紙1部
>経営幹部の戸籍抄本または身分証明書もしくは 資本会社（société de capitaux）の形態をとるこ
パスポートのコピー、
無犯罪証明書、
および代表 とにより、
財政的損失を出資額に限定することがで
者の委任状
きます。資本会社は、
わずかな税務費用で他の会社
>必要に応じて、規制の対象である活動を営む場合 形態に改組できます。
に要求される職業証明書、
免状、
その他の証書の 最もよく見られる法人形態は、SARL（société à
コピー
responsabilité limitée：有限責任会社）、SAS
>（欧州経済領域外）外国人役員がフランスに住ま （société par actions simplifiée：単純型株式会
ない場合には県庁への届出、
またはフランスに住 社）、
SA（société anonyme：株式会社）です。SARL
む外国人役員の場合には滞在許可証（「商人」滞 およびSASは出資者1名だけで設立することが
その場合、
SASU（SAS Unipersonnelle：
在許可証または「能力・才能」滞在許可証が必要。 でき、
簡素型単一株主株式会社）、EURL（entreprise
>会社資本金の銀行払込証明書

年次決算の承認
決算承認の意思決定は、
定時総会で行
われます。
決算承認は、年度決算日から6ヶ月以内
に行う必要があります。損益の処分/利

>年次決算書、
営業報告書
（該当する場
合には、連結決算書）
および会計監査
人の監査報告書
>利益配分案または利益配分決議

益配当を行ううえで不可欠です。
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すべての有限責任会社は、以下を提出

これらの書類を各2通ずつ、決算承認か

する必要があります。

ら1ヶ月以内に商事裁判所書記局に提

出しなくてはなりません。

フランスで事業を営む

unipersonnelle à responsabilité limitée：単一
象とならない」などの特徴は、
子会社として否定で
出資者有限会社）といいます。一方、
SAは7名の出
きない魅力となっています。
資者が必要です。株式会社はフランス法で最も長い
特殊な会社形態である匿名組合（société en
時間を経て整備されてきた法人形態であり、
したがっ participation）は、
建設業や興行・出版部門で利用
て、
株式の公開発行・社債公募を行うことができます。 されています。極めて設立しやすく
（商事・会社登記
SAS（あるいはSAS Unipersonnelle）は、
フラン
簿への登記なし）、
公告も必要ありません。
ス法における最新の会社形態で、
持株会社の場合
や子会社に対する100%の経営支配権を維持した
い外国会社の場合に非常に適しています。法改正に
3.欧州会社として設立
より、
（SARLと同じく）出資者がSASの資本金額を
自由に設定した定款を提案できるようになったため、 欧州連合（EU）に加盟する2ヶ国以上で事業展開
この形態に人気が集まっています。
する場合は、欧州会社（société européenne－
法人形態の選択次第で、
法務面、
税務面、
財務面、
労
SE）の企業形態をとることもできます。
務面に一定の影響が生じます。
この場合には、加盟国ごとの会社法に応じて手
続を変える必要がなく欧州会社規則に準じて手
続をとることができるほか、経営管理や財務情報
2.その他の選択肢
の開示についても統一された法体系の恩恵を享
受することができます。
合名会社（SNC：société en nom collectif）、 欧州会社の最低資本金額は、12万ユーロです。
民 事 会 社（ s o c i é t é c i v i l e ）、経 済 利 益 団 体
本社所在地は、定款で定めます。 本社所在地に
（GIE：Groupements d'intérêt économique） より会社に適用される取引法が決まります。会社
などがあります。ただし財政破綻した場合に出資者
は本社所在地国で登記されます。欧州会社は、事
が負う責任が大きいため、
利用率はそれほど高くあ
業所を有するEU諸国において恒久的施設として
りません。逆に、
これらの組織形態の「資本金の最
租税公課を課されます。
低額がない」、
「運営上融通が効く」、
「法人税の対

フランスの会社法
フランスの会社法はテクノロジーの進歩

隔的に行うことができるようになりました。 表または連結財務諸表、
および運営報告

に対応しています。取締役会や監査役

ただし、
会社定款で面会による会議が必

会の会議は
（ビデオ会議などの方法で）
遠

要と定められている場合や、
年次財務諸

書などで承認が必要な場合を除きます。

フランスで知的所有財産を守る
特許、商標、
デザイン、
モデルなどを保護
するための行政手続書類は、国立工業
所有県庁
（INPI）
に提出します。他国の
法令による保護を、
フランスおよび欧州
全土で有効にすることもできます。

NB: 商号・営業名
（社名）
、
および営業標
章
（看板）
についても、
不正競争訴訟によ
り保護されています。

対象

法的保護期間

特許

20年

商標

10年（無期限に更新可能）

デザイン
およびモデル

25年

フランスへの進出を成功させるには
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フランスの主な資本会社の比較表
SARL
（有限会社）

SA
（株式会社）
従来型
（取締役会）

SAS
（単純型株式会社）
出資者1名でよい。株主間の関係、
機関構成、
組織運営、
資本譲渡を定款で自由に定められる

主な利点

設立運営が簡単

「監視付き委任」の組織形態資金公募可能。

経営幹部

代表者
（gérant）
（自然人であること。
出資者に限らない）
1名または数名

PDG
（取締役会議長兼社長）
自然人1名、
ま 社長
（自然人または法人）
1名。社長を議長とす
たは自然人2名
（社長、副社長各1名）
。副社 る合議体を設置することも可能。
長代理は5名まで。取締役会は3～18名に対 社長に加え、定款で権限を与えた者
（副社長）
し会計監査人1名。
にSASを代表させることも可能

経営幹部の
法的地位

少数株主または非出資者である代表者は、
条件を満たせば雇用契約を結ぶことができ 代表者は、一定の要件
（会社役員としての職務とは別個の職務内容、従属関係）
を満たしてい
る
（会社役員としての職務とは別個の職務 る場合には雇用契約による職務も兼任できる。
内容、従属関係）
。

代表者の
選任/解任

総会で会社資本の過半数を持って選任/解
任がなされる。正当な理由のない解任の場合
には損害賠償の対象となりえる。解任の場合
には損害賠償を支払う

取締役会が決定

定款自治による

最低資本金

最低額の規定なし。長期的なニーズに対応
するに十分な資本。出資者が定款で金額
を定める。
会社設立時に出資額の5分の1以上を、
5年
以内に残額をそれぞれ払い込むこと。
社債発行に制限あり。

37,000ユーロ以上。
会社設立時に出資額の半額以上を、5年以
内に残額をそれぞれ払い込むこと。
37,000ユーロ資金公募可能。

最低額の規定なし。長期的なニーズに対応す
るに十分な資本。出資者が定款の中で金額
を決定する。
会社設立時に出資額の5分の1以上を、
5年以
内に残額をそれぞれ払い込むこと。
社債発行に制限あり。

出資

労務出資1可能

労務出資不可

労務出資可能

出資者/株主

2名～100名（自然人または法人）
または
EURLの場合出資者1名で設立可。
総会は
（最低）
年1回。定時総会における年
次決算承認および契約承認は単純過半数
で決議。

7名以上
（うち１名以上は自然人）
。総会は
（最
低）
年1回：定時総会における年次決算承認お
よび通常決議は投票総数の過半数、
定款変更
は臨時総会における3分の2以上の特別決議

出資者1名以上
（SAS unipersonnelle）
（自
然人または法人）
定例総会での決議は、決算承認、合併、資本
変更、清算の承認など。

株主総会の
定足数

臨時総会では、最初の招集時は議決権の
25%、再度招集時は20%。

臨時総会では、最初の招集時は議決権の
25%、再度招集時は20%。定時総会では、
定款による。
最初の招集時は20%、再度招集時は定足
数の規定なし。

定款自治

少数出資者による反対決議成立に必要
な議決数臨時総会：定款変更については
33%＋1票
（2005年8月2日より）定時総会：持分の
50%＋1票（または再度招集時の議決権
の過半数）

臨時総会では議決権の3分の1定時総会で
は議決権の50%

定款自治

出資者・株主
の責任

民事または刑事責任以外は出資額を限度
とする

民事または刑事責任以外は出資額を限度と 民事または刑事責任以外は出資額を限度と
する
する

譲渡

登記税3％
（買い手負担）
）
。
持分
（SARL）
の場合には、譲渡1件につき
定額控除23,000ユーロと譲渡対象持分が
会社の持分総数に占める割合に等しい金額
が控除される

登記税0.1％
（買い手負担）

会計監査人

次の3基準のうち2つを超える場合には会計
監査人が必要：
・売上高310万ユーロ超
（税抜き）
・資産総額155万ユーロ超
・従業員数50人超

税務

法人税2。所得税を選択することも可能
（設
法人税、設立後5年以内に限り所得税を選
立後5年以内で社員が50名未満の場合、
択することも可能
または社員が同族の場合に限る）
。

会計監査人が必要

他の会社を保有している
（または他の会社に保有
されている）
会社については会計監査人が必要。
上に該当しない場合は次の3基準のうち2つを超
える場合には会計監査人が必要：売上高200万
ユーロ超
（税抜き）
、資産総額100万ユーロ超、
従業員数20人超
法人税、
設立後5年以内に限り所得税を選択
することも可能

*以下の取引では適用を除外する。自社株式の買戻しや資本調達に伴う持分権の買取など。破産状態または破産保護申告
（sauvegarde or redressement judiciaire）
中の企業を買収する場合。
当該企業が企業グループに属している場合。部分資産が合併に出資されている場合。
1 労務出資とは、
出資者が自身の時間、
労働および専門知識を会社に提供することを指す。資本金には出資しないが、
会社内で利益の一部を受け取る権利および集団的決定に加わる権利を持つ。
2 SARLには自然人1名のみが含まれるため。所得税を選択しない場合は、
法人税の支払いが必須となる。
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3. 企業提携・企業買収
フランス法は企業提携・企業買収に完全に対応して
います。

1.資本参加
資本参加は、
企業間の協定または敵対的買収（買収
先の経営陣の意向に反した経営支配権の取得を目
的とする株式公開買付または株式公開交換）により
行うことができます。

1.1 行政手続：透明性が必要
上場企業の資本または議決権の5%以上について保
有者が変わる可能性があるときは、
金融市場の透明
性のルールにより、
取得する側は以下の情報提供義
務を負います。

> 金融市場当局（Autorité des marchés
financiers）に5日以内に届け出ること

>発行会社に15日以内に届け出ること

資本または議決権の10%、
15%、
20%、
25%、
30%、
33%、
50%、
66%、
90%、
95%それぞれのラインを超
えたり下回る場合にはその都度、
上記と同じルール
が適用されます。
上場企業の資本の30%以上を取得する場合には、
持株を売却する機会を少数株主に与えるため、
取
得する側は資本の全部を対象とする株式公開買付
を開始する義務があります。

1.2 企業の大規模な集中統合：
競争当局への通知義務

企業の集中統合（opération de concentration）
とは、
次のような場合をいいます。

>独立した企業2社以上が合併する場合
>ある企業が他の企業の支配権の全部または一部

企業集中統合は、
原則的には認められています。た
だし規模によっては、
国レベルまたはEUレベルの事
前許可が必要になる場合があります。この企業集中
統合を規制するのは（当該企業が市場支配的地位に
あるか否かにかかわらず）競争制限効果が生じない
ことを確認するためです。
次の場合の企業集中統合は、独立行政機関である
競争当局（Autorité de la concurrence）に届
け出て許可を受けなければなりません。

>関連全企業の売上高（税抜き）の合計が1億5000

万ユーロを超え、
かつ、
>フランス国内での2社以上による売上高（税抜き）
の合計が5000万ユーロを超え、
かつ、
>EUの届出基準には達しない場合
小売流通分野および海外県/海外領土では、
特別に
通知基準が緩く設けられています。
競争当局では、
届出書類の提出を受けてから25営
業日以内に決定が下されます。当該取引により競争
が阻害されるおそれがある場合には、
競争当局は第
2フェーズを開始し、
届出内容のより詳細な分析が行
われます（第2フェーズは原則として最長65日間と定
められています）。
次の金額を超える場合には、
ブリュッセルの欧州委
員会に届出を行います。

>集中に関連企業の全世界での売上高の合計が50
億ユーロを超え、
かつ、

>関連企業のうち少なくとも2社のEU域内売上高が

それぞれ2億5000万ユーロを超える場合ただし、
各関連企業がEU 域内売上高の3分の2以上を同
一の加盟国内で得ている 場合を除く

上記の金額以下であっても、
3ヶ国以上のEU加盟国
を対象とする一定の企業集中統合は欧州委員会の
審査を受けます。
企業集中統合の審査手続は最長8ヶ月かかること
があります。許可が下りるまで当該統合は停止され
ます。

を取得する場合

>自主的な経済活動を長期的に行う共同企業体
（entreprise commune）を設立する場合

フランスへの進出を成功させるには
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2.営業財産賃貸借：

一時的な委託による柔軟な方策

4.裁判所は救済買収を優先

会社清算手続きにおいては、
裁判所は最も好条件の
営業財産賃貸借は、
企業を買収することなく、
経営
買収案を出した者を優先します。
権を受託する方法です。
企業の譲渡は、
全部でも一部でもよく、
自主経営が
営業財産賃貸借（location-gérance）は、
営業財産
可能な事業およびその関連雇用の全部または一部
または産業施設を所有または経営する者がその全部
の維持、
ならびに債務返済を目的としています。
または一部を経営者（gérant）に託し、
経営者がこの
買収案には特に、
買収案に含まれる財産、
権利、
契
約の正確な指定、
事業と資金調達の予測、
買収価
財産を自己勘定で経営し、
その使用料を支払う契約
です。経営を託した会社は賃料を受け取りますが、
営
格、
決済方法、
出資者の、
また場合によっては保証者
業財産の経営には干渉できません。
の資格（買収案で資金借入れを提案する場合は、
そ
この一時的な方策により、
当該事業の将来性を見
の条件、
特に期間を明記）、
譲渡日、
当該事業に基づ
極めることもできます。賃貸借契約の満了時には、 く雇用の水準と展望、
買収を確実に履行するための
営業財産を賃借人に譲渡または移転することも可
差入れ保証、
譲渡後2年間の資産譲渡の予測、
買収
能です。
者が行うそれぞれの契約の期間等を盛り込みます。
買収案は、
裁判所書記局に提出された後は、
従業員
と債権者の利益となる改善をのぞいては（公判の48
3.経営難の会社を買収するための
時間前までに提出）、
これを変更したり撤回したりす
円滑化された手続
ることはできません。裁判所は、
事業の全部または
一部の譲渡を認める判決を、
理由つきで下します。
フランスの法令では近年、
経営困難に陥った会社に
買収に際して、
履行中の雇用契約、
賃貸借契約、
フ
ついての法律が簡易化され、
買収規制が緩和され ァイナンスリース、
事業継続に必要な物品とサービ
ました。
スの納入契約、
機材質権契約、
顧客との契約など、
破産のリスクにつながるような困難を抱える会社が、 一部の契約は譲渡することができます。
会社救済手続（procédure de sauvegarde）を行
事業継続案が示されない場合、
あるいは買収が明ら
うことが可能になりました。この手続は事業の全部譲
かに不可能である場合、
裁判所は企業の清算を決定
渡を目的とするものではありません。全部譲渡は当 します。裁判手続き終了後、
最高値をつけた買収者
に資産は譲渡されます。
該企業の清算による場合に限り可能です。同様に、
事
業の部分譲渡も清算法の対象になります。
会社更生手続（redressement judiciaire）は破産
保護の一種で、
会社が破産状態に陥り債務支払い責
任を遂行するだけの資産を持たなくなった場合に適
用されます。この手続は会社の継続（事業の継続、
雇
用の維持、
債務の弁済）に係る計画の策定の円滑化
を図ることを唯一の目的としています。したがって、
あらゆる事業譲渡は清算手続にしたがって行われ
る必要があります。
救済手続または会社更正手続が開始されると、
第三
者が清算手続にしたがって処理される事業の全部ま
たは一部の譲渡により当該企業の事業の継続を図る
ための提案を財産管理人（administrateur）に提出
することができます。
買収者は、
当該手続の開始決定（決定の要旨は民事・
商事公告公報（Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales）に掲載されます）に定
められた期間内に、
商事裁判所が選任した財産管
理人に提案を提出しなければなりません。
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4. ニーズに応じた企業不動産

1.4 スタートアップ企業を支援する

1.低コストで一時的な方策

イ ン キュベ ー ション セ ン タ ー（ p é p i n i è r e
d'entreprises）は起業家向けの一時的な入居・支
援施設です。 入居施設（オフィス、
作業場、
ラボ、
共
有スペース）、実費負担の各種サービス（ファック
ス、
秘書代行、
複写機、
電話取次、
研修、
データベー
ス利用）、
開業・事業展開に関するアドバイスを提供
しています。

1.1 現地法人の役員の自宅に本拠地指定
企業は、
その法的代表者（représentant légal）の
自宅を事務所にして、
そこで期間の制約なく事業を
遂行することが原則として可能です。自宅が賃貸物
件の場合には、
家主の書面による承諾が必要です。
会社の事業を代表者の自宅で営むには3つの要件が
あります。当該規制において、
その要件は以下の3つ
です。1）その代表者の主たる居所であること、
2）事
業がもっぱら本人および当該建物の他の占有者によ
って営まれること、
3）不特定多数の顧客や商品の出
入りを伴わないことです。
法令や契約の規定により代表者の自宅を拠点にす
ることができない場合には、
5年を限度として、
ビジ
ネスセンター等に本拠地を設定することもできます。

1.2 ビジネスセンターに本拠地指定

インキュベーションセンター

1.5 必要な期間だけ事務所を賃借
転貸借（sous-location）
：とりあえず、
他企業に間
借りする形で事務所を確保することもできます。転
貸側の他企業が商事賃貸借契約を締結している場
合には、
その賃貸借契約において転貸借が正式に
認められていなければならず、
また、
転貸借契約に
は家主のサインも必要です。
短期賃貸借（bail de courte durée）
：多種多様な
24ヶ月以内の短期賃貸物件があり、
必要な時に必要
なだけ借りられるという利点があります。難点は貸借
人の立場の不安定性です。

さしあたり、
ビジネスセンター（centre d'affaires）
に本拠地を設定することも可能です。ビジネスセン
ターは、
登録済みの事務所住所を他の会社に提供
し、
定時取締役会議などのために部屋を貸し出す
専門サービスです。
また、
電話取次や秘書代行など
のサービスも提供します。名義を借りる企業と事務
所の所有者または賃貸借契約の当事者との間で本
拠地指定契約（contrat de domiciliation）を締
結する必要があります。

1.3 地方自治体が提供する独自のサービス：
仮工場への入居

新しい工業用建物の建設期間中、
仮工場（ateliersrelais）を利用して新しい従業員を養成するとともに、
場合によっては事業を開始することもできます。多く
の地方自治体が進出企業にこのサービスを提供して
います。この場合に利用される賃貸借契約は仮商事
賃貸借（最長23ヶ月）で、
場合によっては、
一定の条
件のもとで買い取ることもできます。

フランスへの進出を成功させるには
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2.長期的な進出形態を選ぶ

3.不動産取得：さまざまな取得方式

長期的な進出をお考えなら、
さまざまな方策があり
ます。

3.1 完全な所有権の取得が法的に確実

2.1 商事賃貸借は最もポピュラー
工業・商業を営む企業は、
大部分がいわゆる「商事」
賃貸借契約（bail commercial）を結びますが、
その
規定は特に貸借人の保護をねらいとする法律により
規制されています。
商事貸借契約の契約期間は9年で、
貸借人は3年目
または6年目終了時に解約することができます。賃借
人登録は、
会社登記簿に行われ（自由業を除く）、
契
約更新を行わない自由および立ち退きからの保護が
法的に保証されます。賃貸人は、
事業価値と賃借権に
相当する立ち退き料の支払いを義務付けられます。
貸借料の改定は規制され、
上限額が定められていま
す。商事賃貸借の契約時には商業用途（事業内容）
が特定されますが、
当事者同士の合意により、
当初の
用途を変更したり新たな用途を追加したりすることが
できます（目的外利用déspécialisation）。

2.2 柔軟性があるが借主保護の薄い方策：
個人事業主賃貸借

商人（commercant）以外の職業・業種［医師、
弁護
士、
建築家などの専門職業］の場合には、
上記より
契約上の柔軟性があるが借主保護の薄い「個人事
業主賃貸借（bail professionnel）」契約を締結す
ることになります。契約期間は6年間で中途解約で
きません。

外国企業が民間・公共の不動産所有者から商工業事
業用の土地や建物を取得することも可能です。物件
探しは不動産会社などの専門業者を利用すると円滑
に進みます。不動産取得取引の法的安定性は、
不動
産購入に適用される法令および公証人などの仲介
者の介在によって確保されています。
不動産取得に関する各種の公的援助が一定の条件
のもとで受けられます。

3.2 不動産ファイナンスリースによる
取得方式も広く普及

多くの企業が、
不動産ファイナンスリース契約を締結
して商工業事業用の建物を確保します。契約期間は
通常9年から15年で、
この期間が終わると所有権が
賃貸者に委譲されます。地方自治体が金融機関への
斡旋と抱き合わせでこのサービスを企業に提供する
場合もあります。不動産ファイナンスリース契約の賃
料割引の形での各種の投資援助も一定の条件のも
とで利用できます。

3.3 商工業事業用建物を新築する
建築可能な用地区域は各地域の都市計画（plans
locaux d'urbanisme）で指定されています。市
町村長は、
建設許可書類、
つまり、
都市計画証明書

建築許可証（permis de construire）
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建築許可証は、当該不動産のある地域

して1ヶ月から最長3ヶ月間です。申請書

である場合、
建築許可証は取り調べが終

を管轄する地方自治体事務所に提出し

類が不完全な場合、関連当局から1ヶ月

了するまで発行されない場合があります。

なければなりません。建築許可申請書類

以内に追加書類が要求されます。

は、
申請用紙のほか、
申請内容が都市計

工事が
［環境保護・災害防止に係る］
特

画の規則に照らして適正であるかどうかを

定施設を対象とするものである場合には、

行政庁が審査するための図面や仕様書

建築許可申請に際して、許可申請提出

をまとめた一件書類から成ります。建築家

証明書
（特別手続）
または県庁への届出

の関与が義務づけられています。手続に

書も添付しなければなりません。特定施設

要する期間は、
受理の通知の日から起算

が当局による取り調べを必要とするもの

フランスで事業を営む

（certificat d'urbanisme）と建築許可（permis
de construire）を発給する権限があります。土地
所有者または建設権を持つ人に対する建設許可証
取得のためのサービスは、
市町村役場（mairie）が
一本化して提供しています。

3.4 商業用施設
面積1000m 2超の商業施設整備事業（大規模小
売店舗またはショッピングセンターの開業）につ
いては、建築許可のほか、設置許可も必要です。
諸手続は県商業施設整備委員会（Commission
d'aménagement commercial）が管理しています。
以下の商業活動においては、
このような特別許可は
必要とされません。ホテル、
サービス・ステーション、
自
動車ディーラー。

3.5 不動産民事会社（SCI）を通して
事業用不動産を確保する

不動産民事会社（société civile immobilière－
SCI）は独立した会社形態であり、
事業用不動産に
対して融資を行い、
そのうえで企業の使用に供する
形をとることができます。不動産民事会社への出資
は、
企業でも個人でも可能です。特に、
不動産民事
会社には、
債権者から債務返済を迫られても事業
用不動産を保護できるという利点があります。
また、
税制上の優遇措置もあり、
賃料や諸経費を課税利益
から控除できるほか、
不動産民事会社による不動産
物件の取得費用についても、
不動産民事会社が法人
税を選択している場合には控除可能です。
この取得方式を行う場合には、
弁護士等の専門アド
バイザーに相談する必要があります。

フランスへの進出を成功させるには
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5. 特定施設（ICPE）に関する
取り決め
危険、汚染、公害の防止の配慮から、
「特定施設
（installations classées）」と呼ばれる特定の産
業活動については、
当該施設の操業を開始する前
に、
行政手続を行う必要があります。当該活動が許
可制と届出制のいずれの対象となるかについては、
当該活動により発生することになる環境汚染・公害
の程度に応じて、
分類表 に明確に定められています。

1.届出が必要な事業
わずかでも汚染の恐れのある場合や危険物質を排
出する事業は、
届出をする必要があります。事業運
営予定者が運営開始前に、
予定される事業の性質
と規模および名称と分類表上での分野を記載した
届出申請を県département の地方長官に提出す
るという簡単な手続きです。県庁Préfectureは2ヶ
月以内に申請を審査し、
書類に不備がなければ地
方長官から事業運営者あてに認可証（récépissé
de déclaration）、
および施設運営に関する一般
的なガイドライン（最低限の事前注意点）1部が発
行されます。上記の書類が揃った段階で、
運営者は
施設運営を開始することができます。

2.登記手続
特定施設登記システムは、
届出と許可手続の中間に
位置するもので、
承認にかかる時間を短縮し、
申請を
わかりやすくする目的で設けられました。この登記シ
ステムは、
環境保護地域外に位置する標準施設（環
境に与える影響または危険性が明確に確認されてい
る業種または技術）にのみ適用されます。対象となり
うるのは、
サービス・ステーション、
可燃性物質（木材、
紙、
プラスチック、
ポリマー）を保存する倉庫、
冷蔵倉
庫、
無害廃棄物の収集またはその処理によるメタン
生成を行う施設、
動物性食品の製造・保存施設など
のうち、
事業規模が該当するものです。
施設運営者は、運営開始前に登記申請書を各県
départementの地方長官に提出しなければなりま
せん。この過程は近年、
大幅に合理化されており、
事業による影響を調査した報告書や安全報告書を
提出する必要はなくなりました。書類に不備がなけ
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れば、
審理かかる時間はわずか5ヶ月です（2ヶ月延
長される場合があります）。

3.許可が必要な事業
環境に危険や深刻な悪影響を与えるおそれのある
事業は、
許可を取る必要があります。このような場
合、
地方長官による法令（arrêté）が発行されます。
許可制は、
主にEUセベソ（Seveso）指令またはEU
によるIPPC指令の対象範囲に属する活動に適用
されます。事業主は許可申請書類を作成し、
手続き
を監督する各県départementの地方長官に送付し
ます。必要な申請書類は、
施設の計画書および詳細
な説明、
製造事業者が自ら実施した調査研究2件の
報告書、
安全報告書（事故のリスクを明確にし、
リスク
軽減のための対策計画を明記したもの）、
影響に関
する調査報告（環境への影響とその軽減策）です。
地方長官による決定は、
調査結果に基づいて行わ
れます。その過程で、
国民に通知を行い意見を募り
ます。設置を許可する地方長官法令には、
当該事業
者が遵守すべき諸条件が定められます。原則として、
法令は申請が提出されてから8ヶ月から１２ヶ月で発
行されます。
法的安定性を確保するため、
地方長官は早い段階か
ら関係部局に指示して、
大規模産業プロジェクトの
実施主体に対する情報提出および手続きや届出書
類の作成に関する協力に当たらせることができます。

4.特定施設の買収
特定施設の所有者が変わる場合、
新事業主は所有
権の変更から１ヶ月以内に地方長官に届出を行わ
なくてはなりません。差入れ保証の対象となる施設
については、
県庁Préfectureからの許可が必要で
す。地方長官による決定は、
申請が受理されてから
3ヶ月以内に下されます。
詳しくは、以下をご参照下さい。
特定施設の分類表は、
特定施設査察当局
（Inspection des installations classées）
の
ウェブサイトで参照できます。
www.installationsclassees.developpementdurable.gouv.fr/La-nomenclature-desinstallations.html

フランスで事業を営む

5.ロジスティクプラットフォーム
ロジスティックプラットフォームは、
商品の貯蔵に使わ
れる施設です。事故防止のため、
屋内の貯蔵施設に
ついては、
その規模に応じて届出、
登記、
許可取得の
いずれかが必要となります。
屋内施設は以下の手続が必要です。
・貯蔵量が5,000～～50,000立方メートルの場合、
届出を行う。
・貯蔵量が50,000～300,000立方メートルの場
合、
登記を行う。
・建物の許容量が300,000立方メートル以上の場
合、
許可を取得する。

6.「汚染者負担」原則
いわゆる「汚染者負担（pollueur-payeur）」原則
が、
他のEU諸国同様、
フランスでも適用されていま
す。
このルールにしたがって、
汚染者が投棄物や廃棄物
に係る費用を負担しています。フランスも、
環境エネ
ルギー管理庁（ADEME）による監督のもと、
企業
の廃棄物管理システムを援助する諸対策を導入し
ました。

フランスへの進出を成功させるには
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経営難の企業を買収
専門家のアドバイス

>

Stéphanie Chatelon, Partner-Attorney and
Arnaud Pédron, Attorney, Taj, member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

経営難に喘いでいる企業の買収には2つの方
法があります。
>倒産処理手続きを含めない買収
経営難にある企業は困難な状況（契約の減少、
売上高または収益性の低下）にあるかもしれ
ないが、
必ずしも資金繰りが苦しいわけではあ
りません。
「イン・ボニ (in bonis)」買収手続き
（倒産処理手続きを除く） は健全な企業の買
収手続きとほぼ同じです。
しかし、
買い手は（経
営難の会社およびその資産と負債の株主にな
るわけですから） 常に警戒し、
このタイプの対
象企業の監査を専門とする弁護士や財務専門
家の助言を求め、
法的、
財政的、
経済的、
雇用お
よび環境的リスクを把握する必要があります。
販売は一般販売法（隠れた欠陥の保証義務）
に規制されており、
買収に先立って実施する監
査で特定される主なリスクと、
株主の変更による
主要債権者との再交渉から得られる可能性の
ある利益に関しては、
買い手は売り手に負債と
資産を保証するよう要求する必要があります。
買い手は対象企業の事業（戦略）およびビジ
ネス計画（事業活動と財務予測）の引き継ぎ
を慎重に準備しなければいけません。対象企業
を取り巻く状況が思わしくない場合、
買収の友
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好的手続き（臨時委任契約または和解）を極
秘で進めるほうがいいでしょう。買収手続きは
裁判官が任命する独立した専門家の保護の下
で行われ、
合意協定を締結します。場合によって
は、
合意協定に対象企業の主要債権者も交える
場合があります。買収額は一般に象徴的な額で
す。合意協定は裁判所で記録されることや、
裁
判所の承認を必要とする場合があります。可能
な限り買収手続きを保護することが目的です。
>審判による買収倒産処理手続き
対象企業に支払能力があるが、
克服できない困
難な状況にあると認められる場合、
保護手続き
が適用される場合があります。資金繰りが深刻
化している場合（破産状態）、
裁判所に倒産処
理手続きの開始を申し立てる必要があります。
審判による買収では対象企業に対する資本拠
出を伴う場合や、
負債を含まない資産のみの獲
得に至る場合があります。
資本拠出には、
再生の見通し、
負債整理（期限、
割引および資本再編）の提案、
予定解雇人数を
明記した保護計画または再建計画の提出が必
要です。資本におけるいかなる変更も、
株主の
減少をもたらし、
新たな投資家の確保にも影響
が出ると予想されます。買収を問題なく実行す

専門家のアドバイス

るには、
対象企業の詳細な分析結果と現実的に
可能な負債返済計画が必要です。
負債が多額の場合、
買い手は資産処分計画の
一環として買収提案書を提出することができ
ます。つまり、
資産のみを取り扱うということに
なります。以下は詳細および制約です：
• 高度に標準化されたプロセスフレームワーク
• 分析結果およびオファーの作成期限は裁判
所が決定する
• 対象企業の情報入手が困難な場合、
裁判所
が任命する事務官が情報開示を申請できる
• 買い手は買い手側に有利になる資産、
事業お
よび契約を選択する
• 固定価格制: 一般販売法は適用されず、
資
産は保証適用外かつ価格は漠然としている

譲渡できない
• 対象企業に関する詳細な分析は不要 – 回
収した資産の限定監査で十分 （時間と費用
の節約）
• 買い手は従業員解雇の経費を負担しない
• 一般的に買収提案価格が低い
オファーは非常に重要で買収を長期に渡り保
護するためにも、
運営および収支予測は特に
詳細に作成しなければいけません。
取得した資産を有する臨時会社を設立するこ
とで、
買い手は買収に伴うリスクから初期のビ
ジネス活動を保護することができます。
買収を検討している買い手は、
事前にこのタイ
プの買収に従事したことのある専門家 （倒産
処理手続法を専門とする金融業者および弁護
士）および、
リスクを即時に特定し効果的な対
応策が助言できる方にご相談ください。

買い手は迅速にリスクを特定し、
提案書検証審
問会で確定申請を結審する目的で変更内容に
組み込むことが可能な前提条件をもってそのリ
スクを除去します。
以下はそのメリットです：
• 対象企業の負債は、
安全保障、
所有権留保ま
たは留置権によって当該資産を正確に特定す
る必要のある特別な場合を除いて、
買い手に

www.aetd.fr

フランスへの進出を成功させるには

23

フランスで事業を営む

フランスで商品を売り込む方法
専門家のアドバイス

>

Muriel Féraud-Courtin, Partner-Attorney, Benjamin Balensi, Philippe Lorant,
Suzie Le Cornec, Attorneys, Taj, member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

企業がフランス市場に商品を売り込み、
参入す
る方法はいくらでもありますが、
対象商品は市
場活動における企業の目標および上限によっ
て異なります。フランスで起業する場合の流通
ネットワークの構築には、
企業のネットワークに
対する統制意欲とネットワークを構築するため
の財政状態が関係してきます。
1. 自社従業員による
ディストリビューターネットワークの構築
企業は自社の従業員で流通ネットワークを形成
することも可能です。
積極的に顧客獲得に努め、
顧客基盤を築くこ
とを職務とするネットワーク担当の従業員は、
傘下企業としての立場から製品の優れた管理
体制を実現します。
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底的に管理したい企業は、
フランスでの流通業
務を認可した個人または法人に依頼すること
も可能です。認可代理人は本質的に委託業者
となります。
方法は2つあります。
まず、
会社の代理人として
代理店を使用する方法です。この方法だと、
会
社は代理店を置くことで流通ネットワークの徹
底管理が可能で、
独自の顧客基盤を構築するこ
とができます。しかし、
代理店の法的資格、
特に
義務付けられているカスタマーボーナス、
代理
店契約解除、
獲得顧客数に応じた代理店報酬
などマイナス面もあります。

しかし、
この方法による流通は従業員の法的
身分に関する法的制限を受ける上、
コストがか
なりかかります。

2つ目の方法は、
代理業者を雇用する方法で、
法的負担が軽減されます。会社の代理人とし
て行動しますが、
自営です。この方法では、
会
社には流通ネットワークの厳密な管理が約束
され、
理論的には獲得した顧客は代理業者の
保有となり、
代理業者の法的資格や自営性を
踏まえると、
代理業者と顧客間にのみ法的関
係が発生します。

2. 認可ディストリビューターネットワークの構築

3. 独立ディストリビューターネットワークの構築

自社従業員を使用せずに流通ネットワークを徹

企業は販売契約を締結して商品を販売するこ

専門家のアドバイス

ともできます。この場合、
バイヤーは会社の商
品販売に関する一切の責任を負います。
この方法だと、
「バイヤーとリテーラー」の両ディ
ストリビューターが在庫に関する一切のリスクを
負うというメリットがあります。
しかし、
会社はディ
ストリビューターに対して商品の再販価格を無理
強いすることはできず、
競争法 (非競争条例、
独
占販売法など) に抵触する可能性のある規則
をディストリビューターに課するのは困難です。

は違い、
会社は最善の流通体制を確保するた
めに自社のディストリビューターに厳しい基準
を課することができます。この種の流通システ
ムは、
競争法との問題がしばしば発生しますが、
贅沢品の販売業でよく使用されます。
ここで紹介した流通方法はすべて組み合わせ
ることが可能で、
ビジネス戦略に導入するため
にも会社が厳密に明確化する必要があります。

とは言うものの、
この種のネットワークを使用す
ることで会社による商品を管理する流通体制の
統制がなくなるわけではありません。さらなる法
的制約を受ける可能性はありますが、
会社は厳
密な統制を継続することができます。
会社は商品の再販状況 (販売方法など) を逐
一管理することができるフランチャイズ契約を
結ぶことができます。フランチャイズネットワー
クの構築では、
会社がフランチャイズ店に伝授
できる専門知識とフランスでクライアントを獲得
するための商標を有することが前提となります。
さらに、
会社は選択的流通ネットワークを構築
することも可能です。この場合、
独占販売権と

www.rossieassociati.net
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フランスの
社会保障法規
1. 企業内における労使関係
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38
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第 章
フランスの社会保障法規
フランスは先進国として、従業員の権利を守る一方で、企業の経済事情に即した社会保障法規を導入
しています。各産業各業種の労使関係は、労働法典（Code du Travail）と労働協約（Conventions
Collectives）によって規律されています。就労時間とシフトのパターンは、生産要件に応じて調整す
ることができます。従業員への利益参加制度は税および社会保障負担を免除することを通じ奨励さ
れています。

1. 企業内における労使関係
企業内における労働関係は、
産業レベルでも個別
レベルでも、
労使協定をベースとして行われる傾向
がますます強まっており、
労使双方の代表者が大き
な役割を果たしています。

1.雇用契約は自由に交渉可能
雇用者はフランスの法令に基づき、
それぞれのニー
ズに応じてさまざまな形態の雇用契約を利用して従
業員を雇用することができます。

1.1 無期限契約

（contrat à durée indéterminée – CDI）

フランスでもっとも一般的に利用されている雇用契
約です。

>文書と言語：無期限契約の文書化は義務ではあり

ませんが、
通常は文書化され、
その場合はフランス
語を用いなくてはなりません。
>条項：雇用契約には、従業員への報酬、職務、就業
時間、
就業場所を必ず記載しなければなりません。
原則として、
各関係者は各自の契約を自由に作成す
ることができ、
その内容についても大幅な自由が許
されています。契約内容には、
給与対象を特定する
条項、
地理的移動性、
従業員に求められるさまざま
な職業的役割に加え、
非競争条項、
発明と知的財産
の所有権に関する条項などが含まれます。
契約条項は、
フランス労働法および雇用者が該当す
るすべての産業別労働協約に矛盾しないものでなく
てはいけません。
試用期間を設けることができ、
管理職（cadre）の場
合には4ヶ月までです（産業別労働協約で認められて
いる場合には1回に限り更新可能）。

>給与：法定最低賃金（SMIC）は、時給9.43ユーロで

す。週35時間勤務であれば月給1,430.22ユーロ、
週39時間勤務であれば超過勤務手当として25%
が上乗せされるため、
月給1,634.53ユーロです。

労使協定
法の許す限りにおいて、労使双方は、次
のような労使協定の締結により特定の
法令規定の適用除外を設けることがで
きます。
> あらゆるレ ベ ル の 交 渉 の 整 合を
図るため 全 国レベ ルで 締 結した
全 産 業 統 一 労 働 協 約（ a c c o r d s
interprofessionnels）
> 最低賃金、職務分類、福利厚生およ
び職業訓練資金の相互扶助化を定
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めた産業別労働協約
（accords de
branche）
。

る場合を除きます。つまり、
企業内労使協
定により、
上位の労使協定に対する適用

> 企 業 内 労 使 協 定（ a c c o r d s 除外を設けることができ、
雇用者が従業員
d’
entreprise）
または事業所内労使 の労働時間を編成できると定めています。
協定
（accords d’
établissement）
：
各企業の特性および特殊性を反映。
企業や機関による協定は、産業別協定
や労使協定との不一致が認められていま
す。
ただし、
後者の各協定が強制である場
合と、
不一致を認めない旨が明記されてい

詳しくは、以下をご参照下さい。
適 用される労 働 協 約は、会 社 定 款
に会社の目的として記載されている
実 際 の 事 業 内 容によって決まりま
す。www.legifrance.gouv.fr（労働協
約 conventions collectives）
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現物支給および利益分配制度で報酬を補うこと
もできます。
詳しくは、以下をご参照下さい。
企業幹部は、
雇用契約ではなくその役職によって会社に
対する法的義務を持ちます。取締役の役職、
給与、
解任
に関する取り決めは、
会社定款で自由に定めることがで
きます。
ただし、
一定の限られた条件の下では、
経営者と
しての職務と会社との雇用契約による職務を兼任する
ことができます
（SA・SA・SASの社長、
SARLの少数資
本保有業務執行者の場合など）
。

1.2 有期雇用契約

（contrat à durée déterminée －CDD）

一時的な必要性を満たすために、
追加で従業員を
雇うことができます。ただしCDD（有期雇用契約）
および派遣従業員の利用は、
法の定める例外的な
場合に限定されており、
一般に最長18ヶ月までです。

>有期雇用契約を選ぶ理由：一時的に事業規模が拡
大した場合、
季節性の労働、
「標準的な」有期雇用
契約（各業種の慣習による）、
専門技術を持つ従
業員やエンジニアによる特殊任務のための特別

契約、
休職中の従業員の交代要員、
一時的にパー
トタイム業務に異動した従業員の交代要員、
新規
雇用された従業員が職務に就く前のギャップ期間
ただし有期雇用契約は、
会社の通常業務に関連す
る職務を長期的に行う目的では利用できません。
>文書と言語：フランス語での文書化が義務付けら
れています。
>条項：契約では、職務の期間と契約の理由（上記「
有期雇用契約を選ぶ理由」を参照）を明記しなけ
ればなりません。契約条項はフランス労働法およ
び雇用者が該当するすべての産業別労働協約に
矛盾しないものでなくてはなりません。
>期間：有期雇用契約を選ぶ理由によって、最大18ヶ
月まで利用できます。現在では、
18ヶ月から3年間の
期間での特定の目的がある場合、
管理職やエンジ
ニアにも有期雇用契約を適用することが可能にな
りました（ただし、
産業別労働協約あるいは企業内
労使協定においてこの旨を記した条項を加える必
要があります）。
>解雇手当：有期雇用契約が終了し、無期限契約へと
移行しない場合、
従業員には解雇手当の受給資格
が発生します。解雇手当は、
契約期間中に支払われ
た給与の10%に相当します。ただし、
拡張適用され
た産業別労働協約（あるいは機関別または企業内
労使協定）で6%を上限に定めている場合は、
これ

中期・長期の訓練を必要とする従業員を雇用する際に、
いくつかの特殊な契約形態を利用することができます。
これらの契約形態を利用することで、企業は雇用助成金の対象となります。

見習い契約
（Contrat
d’
apprentissage）

契約の目的

特徴と助成金

16歳から25歳が対象。見習い訓
練センター
（centre de formation
d’
apprentis－CFA）
での学術的訓
練と、
会社での職業訓練が交互に行
われる就労学習契約。

契約期間：1～3年。職業および見習いの目標によって異なる。
給与：法定最低賃金
（SMIC）
の25～78%。見習いの年齢と
訓練段階によって異なる。
助成金：地域助成金1,000ユーロ以上。見習い1人につき
1,600ユーロまたは2,200ユーロの税額控除。社会保障負担
を一部免除。

契約期間：無期限または有期。
社会参加プロ
グラムの参加希望者、
も
給与：法定最低賃金
（SMIC）
の55～100%。参加希望者の
職業訓練契約
（Contrat de
しくは16歳から25歳で、
6～12ヶ月の 年齢と資格によって異なる。
professionnalisation） 職業訓練イニシアチブを修了した者。 助成金：指導者育成の人件費。雇用者に対する社会保障負担
の一部免除もあり得る。加えて、
最大2,000ユーロの助成金。
世代契約
（contrat de
génération）

無期限契約で若い従業員を雇用しな
がら、
高齢の従業員を現職に留めるプ 企業規模によって異なる。
ログラム。知識と技術の引き継ぎを目 導入検討中。
的とする。

フランスの社 会 保 障 法 規
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に従います。この場合、
従業員に対する差額の保
証が行わなければなりません。通常これは、
職業
訓練コースの優先受講を斡旋することでまなかわ
れます（訓練イニシアチブ、
技術評価）。

1.3 従業員との契約を変更する
>雇用契約の主要な内容を変更する

主要な内容とは、
給与と資格を指すほか、
より一般
的には従業員への職務割り当てや、
従業員が雇用
契約を結ぶ際に決定要素となり得るその他の要素
を指します（明確かつ正確な条項として明記されて
いることを前提とします）。
その場合、
雇用者は雇用契約の変更を強制するこ
とはできず、
提案できるだけです。拒否された場合
には、
契約変更を断念するか、
従業員を解雇するか
は、
雇用者の判断に委ねられます。
次にその一例を示します。実質的変更として考えら
れるのは、
日勤から夜勤への変更、
フランス北部か
ら南部への勤務地の移動（契約において、
地理的
移動に関する取り決めが行われている場合を除く）
などです。
>就労環境の軽微な変更
雇用者は、
管理者としての権限を行使することがで
きます。従業員がこれを拒否した場合は、
それだけ
では雇用契約の解除には至りませんが、
業務上の
過失とみなされることがあり、
雇用者は過失による
解雇を言い渡すことができます。

2.採用手続は簡単：

オンラインで手続可能

採用に関する事務手続は、
雇用事前届（déclaration
préalable à l’
embauche－DPAE）により迅速化さ
れています。雇用者は従業員の実際の就業開始日前
の8日間以内にこれに記入し、
自社の所在地を所轄
する社会保険庁（URSSAF）に提出する必要があ
ります。この届出はオンラインで行うこともできます。
このように、
社会保障システムと職業安全衛生への
従業員の登録（在籍出向を除く）、
必須健康診断（試
用期間中）、
および失業保険機構（Pôle emploi ）へ
の登録を単一の手続で行うことができます。

>DPAEに加え、雇用者は以下を提出しなくてはな

りません。
> 最 初 の 採 用 従 業 員 に つ いて は 労 働 監 督 局
（inspection du travail）に届出を行う
>企業設立後3 ヶ月以内に補足退職年金（caisses
de retraite complémentaires）に加入する
>外国人従業員（欧州国籍以外）の採用に必要な
手続を行う

健全な職場関係は採用から始まります。
フランスには、適切な従業員を見つける

修を企画開催することができます。会社の

用に対する助成金
（国家助成金付き雇

ための採用援助サービスが存在します。

訓練プログラムに基づき、
現在の従業員

用）
などの形で設けられています。2010

および従業員候補の訓練のために助成

年1月1日から、
すべての企業は
「aide à

>従業員を探し、採用する

金を受け取ることが可能です。
この基金は

l'emploi
（請負雇用）
」
と呼ばれる事前審

雇用局
（Pôle Emploi）
は、求人情報提

職業訓練センターに外注する職業訓練

査
（rescrit social）
を請求する権利が与え

供、
人材紹介、
候補者の予備選考、
採用

や、
社内で行われる職業訓練で発生する

られ、
上記の支援制度が適用されるかどう

前研修の企画・開催など、
企業の従業員

費用の一部を負担するためのものです
（よ

か助言を受けることができます。

採用を支援しています。
>従業員の訓練
国および地域圏は、生涯職業訓練の管

り詳しい情報は第5章をご覧ください）
。
>雇用に関する減税および社会保障
負担の減額

轄権限を有しており、進出企業向のニー

企業の雇用支援制度は、
社会保障費負

ズに応じて、
特定の種別の将来の従業員

担の減額
（低賃金の場合は減額か、一
部地域では免除）
、特定分類の人材雇

の技能向上および資格取得のための研

30

フランスで事業を営む

3.試用期間

4.無期限雇用契約を当事者双方の

試用期間は雇用者にとって、
従業員のスキルを判断
する機会となります。
雇用者は、
試用期間中であれば理由の説明や解雇
手当の支払いをせずに、
雇用契約を解除することが
できます。試用期間とその更新に関する規約は、
採用
通知または雇用契約に明記されていない限り、
法的
拘束力を持ちません。
無期限雇用契約における試用期間の長さは従業員
の雇用形態によって異なります。

>労働者（ouvriers）および従業員（employés）は
2ヶ月まで。

>監督者（agents de maîtrise）と技術者（techniciens）
は3ヶ月まで。
>専門技術を持つ従業員と管理職（cadres）は4ヶ
月まで。
試用期間は1度に限り、
それぞれ4ヶ月、
6ヶ月、
8ヶ月ま
で延長が可能です（更新を含む）。延長期間は、
従業
員の職務によって、
また産業別労働協約の許可内容
によって異なります。
6ヶ月以下の有限雇用契約における試用期間は、
週
1回、
2週間までと定められています。契約期間がそ
れよりも長い場合、
試用期間は最長で1ヶ月です。

合意により解除する

>雇用者と従業員が、無期限雇用契約の円満解除に

向けた交渉を持つことに同意することを目的とした
柔軟性の高い手続が設けられています。
>当事者双方が解除に合意し付随条件を決定でき
るよう、
少なくとも1回は話し合いの場を設ける必
要があります（法的な形式要件はいっさいありませ
ん）。当該従業員は、
自分が選出した他の従業員の
補佐を受けることができます。雇用者と従業員は、
雇用契約の解除の期日および労働者に支払うべき
手当などの解除の条件面などに関する双方の合意
を証するため約定書に署名します。雇用者と従業員
は、
署名後15暦日以内であれば約定を撤回するこ
とができます。その後、
15営業日以内に協定書につ
いて労働局〔DIRRECTE内に置かれたUT（unité
territoriale）〕による認可を受けなければなりませ
ん。形式要件が正しく行われたか、
当事者双方の
合意、
解除手当の遵守が審査の対象になり、
解除
手当の金額は法律で定められた解雇手当の金額（
または、
団体協約上の解雇手当が法律上を上回る
場合は団体協約上の解雇手当）を下回ることはで
きません（セクション1.5.1.を参照）。
なお、
この手続きは双方の同意が必要という意味で、
解雇や辞任とはまったく別な手続きです。後日、
この
手続きに不満がある場合には、
労働局承認から12ヶ
月以内であれば、
裁判提訴が可能です。
詳しくは、以下をご参照下さい。
双方の同意に基づいた契約解除の
オンライン認可：www.teleRC.travail.gouv.fr

フランスに事業所を持たない外国企業は、
「外国企業身分（titre firmes
étrangères）」を用いて雇用手続を簡略化することができます。
フランスに事業所を持たない外国企業
は、現地で労働力を雇用する際、社会

ンター
（在バ＝ラン県のURSSAF）
に毎

>給与明細を作成し、企業に送る。企業

月送付することが求められます。センター

保障義務を満たすために外国企業身分

は、以下の処理を行います。

はこれを従業員に渡す。
>必要な社会保障申請を行う

titre firmes étrangères（TFE）
と呼ばれ
る簡略化された労働身分を利用すること

>従業員の給与合計から、
該当する社会

ができます。
このための手続として、雇用

保障への支払額を計上し、
その金額を

より詳しい情報は、

者は各自のTFE身分を国立外国企業セ

社会保障システムに払い込む。

www.tfe.urssaf.fr をご覧下さい。

フランスの社 会 保 障 法 規
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5.個人的または経済的理由による解雇
経済的または個人的な理由により、
解雇することが
できます。
試用期間を除き、
解雇の理由（真実かつ重大な事
由）を明示し法の定める手続に従う必要があります
（手続は、
解雇の理由、
解雇予定者数、
従業員数に
より異なります）。

5.1 経済的解雇
経済的な理由による解雇は、
人員の削減または職
務の変更、
あるいは下記を理由した雇用契約の主
要な変更について、
従業員が拒否した場合に行うこ
とができます。

>金銭的な問題
>技術的変動
>企業の競争力維持のための再編成
>営業停止

60日目以降となります。
経済的理由による解雇手当は、
勤続1年以上の場合
には、
1ヶ月分の給料（ボーナス含む）の5分の1に勤
続年数を乗じた金額以上、
勤続10年を超えると、
さら
に15分の2が割増されます。
一例を挙げると勤続10年、
税込月給2,500ユーロの
従業員の場合では、
法定解雇手当は5,000ユーロ（
月給2ヶ月分）と見積もることができます。ただし、
労
働協約が、
この法定額を上回る解雇手当を定めてい
る場合もあります。
解雇手当は、
原則として、
社会保障費と個人所得税
の対象外です。
職務の廃止、
職務内容の変更、
事業再編、
および雇
用契約の実質的変更の拒否に起因する任意退職
は、
解雇と同一視されます。

5.2 個人的解雇

個人的理由による解雇の手続は、
被用者の過失、
ま
たは過失には当たらなくとも企業の利益に多大の損
害を生じさせる行動が原因となることもあります。多
解雇手続前に警告手続きがなされます。従
経済的解雇（licenciement économique）には、 くの場合、
業員とは実際に解雇する前に話し合いをもち、
釈明
個別解雇と集団解雇があります。個別解雇の場合
する機会を与えなければなりません。雇用者は、
従
には、
従業員本人との事前面談が義務づけられて
業員に対して法令や労働協約で保障されている通
います。集団解雇の場合には、
企業主は必ず企業委
知期間を順守しなければなりません。原則として、
2
員会（comité d'entreprise）に通知して協議しなけ
年以上勤務した従業員に対しては、
解雇通知は2ヶ
ればなりません。
月前に行われます。
個別の経済的解雇および従業員2人から9人までの
個人的理由による解雇手当は、
現在は経済的解雇
経済的解雇は、
解雇通告は面談の日から起算して
の場合と同じになっています。
7日（管理職については15日以内）に行うことはで
重過失または特別な重過失の場合には、
解雇手当
きません。
は支払われません。
従業員50人超の企業が30日間に従業員10人以上
を解雇することを決定した場合は、
「雇用保護計画
（plan de sauvegarde de l'emploi－PSE）」の
6.定年退職
作成が義務づけられています。同計画では、
雇用削減
を避けるためのあらゆる方策（企業内の勤務体制の
原則として、
雇用者は70歳未満の従業員に対し定
再編成、
ワークシェアリング、
企業内外での従業員の
年退職を強制することはできません。ただし、
65歳
配置転換や再就職斡旋など）を提案し、
解雇の財政
（漸次67歳に移行）
からは定年退職を提案するこ
的条件を示します。同計画は従業員代表の協議にか
とが可能です。1951年7月1日以前に生まれた従業
けられ、
労働当局に送付されます。
員を、
60歳になる前には定年退職させることはでき
雇用保護計画（PSE）の場合、
解雇手続の所要期間
正確な定年退職年齢
は対象従業員の数によって異なります。解雇対象の ません。2011年7月1日から、
はすべての従業員を対象に毎年約4ヶ月ずつ上が
従業員が100名以下の場合、
雇用関係当局に解雇計
1955年以降に生まれた人の現在は62歳
画を通知してから1ヶ月後以降であれば解雇を実行 っており、
です。ただし、
雇用開始時の年齢が低かった人や、
できます。解雇される従業員が100名から249名の
職務遂行能力が永久的に失われた人の場合は、
早
場合は通知から45日目以降、
250名以上の場合は
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期定年退職も可能です。
退職年金は、
特定の社会保障機関によって支給さ
れます。

2.利益参加と従業員貯蓄プラン
報酬と給与に加え、
従業員や企業幹部は、
魅力的な
従業員利益参加制度や貯蓄プランを利用すること
ができます。
さまざまな制度が整備されており、
各企業のニーズ
に見合う最適な報酬システム（補足退職年金・追加
家族手当、
ストックオプションの付与、
企業内・企業
間財形貯蓄制度、
任意加入の経営者財形貯蓄制度
など）を構築することができます。
任 意 の 利 益 分 配 で あ る ア ン テ レッス マ ン
（intéressement）と違い、
企業成果に対する従業
員の利益参加（participation）は、
従業員50人以
上の企業で義務づけられています。

>利益参加（participation）とは、企業が実現した

利潤の一部を、
明確な基準にしたがって、
各従業員
に割り当てることです。この制度の内容は、
雇用者
と従業員を代表する者との間で締結する協定で定
めます。従業員が利益参加分として受け取る金額
が従来のように5年間自動的に据え置きにならな
くなるため、
従業員は当該金額の全部または一部

企業側インセンティブ
社会保障負担金
•社会保障負担金の免除
利益参加
（participation） •20%の固定社会保障負担金

租税
•税金
（給与税、
職業訓練税）
および分担金
（継続職業教育分担金、
建設分担金）
の免除
•利益参加準備基金は損金算入。

•損金算入
•税金（給与税、職業訓練税）
および分担金（継続職業教育分担金、建設分担金）の免除
アンテレッスマン •社会保障負担金の免除
（intéressement） •20%の固定社会保障負担金 •従業員数50人未満の企業が2014年12月31日までにアンテレッスマン契約を締結し
た場合、従業員支払額の30%分の税控除（3年間で最大20万ユーロ）
を受けられる

従業員側インセンティブ
社会保障負担金

租税

•社会保障負担金の免除
利益参加
•CSGおよびCRDSは対象
（participation）
•社会保障負担金
（6.80%）
の対象

•非課税
（ただし、受取り年利息で再投資されな
かった ものを除く）

アンテレッスマン •社会保障負担金の免除
（intéressement） •CSG およびCRDS納付義務

•受取金を財形貯蓄プランに当てる場合には、
年
間社会保険基準額の50%までは個人所得税非
課税であれば非課税

フランスの社 会 保 障 法 規
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の支払を即時請求することができます。利益参加
額の支払には、
税制面および社会保障面の優遇
措置（利益参加の据置の場合）
または社会保障面
だけの優遇措置（従業員が即時支払を選択した場
合）が適用されます。
>アンテレッスマン（intéressement）では、従業員
は自分の企業（または従業員が勤務している雇用
者団体の構成企業）の成果または業績を財政的
に享受することができます。据置期間なしで支払わ
れ、
アンテレッスマンの金額はこの制度を導入した
協定の規定にしたがって算定されます。
これらの制度は集団的なものであり、
個別的な運用
はできません。従業員に財形貯蓄制度を提供する
企業は、
関連するすべての制度を紹介する貯蓄手
帳を雇用契約の締結時に交付しなければなりませ
ん。
また、
多様な財形貯蓄制度（年金貯蓄向けの集
団的年金貯蓄制度PERCO や有価証券ポートフォ
リオ構築用の企業貯蓄制度PEEなど）を設けるこ
とも可能です。
従業員が50名以上で本部がフランス国内にある
取引企業は、
株主に支払われる配当金が過去2年
間（税年度）の配当金平均よりも高額になった場合
には、
従業員に賞与を支払わなければなりません。
利益参加による賞与の金額および期間は、
企業内
労使協定で定められます。またはこれがない場合、
雇用者の一方的な判断により定められます。雇用
者と従業員の双方が、
1,200ユーロ以下の賞与に
ついては社会保障負担を免除されます（CSGおよ
びCRDS、
固定社会保障負担を除く）。

3.就労時間の調整：
企業内での労使交渉
フランスの企業は、
施設を最大限に利用し生産性
を上げるために、
就労時間の調整を非常に柔軟に
行います。就労時間は、
企業内で交渉することがで
きます。

1.週35時間制：より高い柔軟性
>法定就労時間：週35時間

この就労時間は基本的な目安とされ、
これを超え
ると超過勤務時間になります。
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ただし、週 3 5 時 間 制は経 営 管 理 職（ c a d r e s
dirigeants）には適用されません（夜間労働、
休
憩時間・週休日、
祝祭日に関する規則も適用され
ません）。
>超過勤務（heures supplémentaires）
：最初の
8時間に対しては給与を25%割増しとし、
その後
は50%割増とします。労使協定でこれよりも低い
割合を定めることもできますが、
その場合も10%
以上でなければなりません。
超過勤務手当の支払に代えて、
代償休日を与える
ことができます。この場合には、
その旨を労使協
定で定めておきます。
>超過勤務の年間枠：雇用者が実施を要求しうる超
過勤務時間の年間枠 は、
企業内労使協定により
取り決められ（これがない場合には、
従業員１人当
たり年間220時間）、
これにより、
年間労働時間を
1827時間、
すなわち、
年47週間で週39時間超と
することができます。
企業内労使協定で、
上記の年間枠を超える超過勤
務の扱いについて定めることができます。超過時間
勤務に対する報酬のほか、
企業委員会の意見を求
め、
義務的な代償休憩時間や代償休暇を定めるこ
とも必要になります。
>最長労働時間：最長労働時間は、1日10時間（団体
協約により最大12時間まで契約可能）、
週48時間
で、
継続12週間の平均労働時間は最長で週44時
間までとなります。

労使協定

従業員の
同意

就労した時間をもとにした
定額協定
（週または月毎）

必要なし

必要

年間の定額支払い協定。
就労した時間または日数に
（2）
もとづく
（最大218日）

必要（1）

必要

欧州連合は1日11時間、
週24時間の休息時間を定めており、
雇用者はこの指示に従わ
なければなりません。
さらに、
休憩時間、
有給、
非労働日を確保する必要があります。
また、
仕事量やワークライフバランスについて話し合うための面接を設けなくてはなりません。
（1）
労使協定は、欧州連合の指示する最長勤務時間および日単位、週単位の休息
時間が順守されるよう定めなくてはなりません。
（2）
ただし、賃金割増を代償として当該従業員から
（有給休暇を除く）
休日を
「買い取
る」
ことができます。
こうすれば、実働日数を年間235日まで伸ばすことができます。
従業員が受ける賃金割増については、当初の労働時間概算見積協定の追加協
定で定めますが、
少なくとも10%の割増でなければなりません。
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2.年次有給休暇
年次有給休暇は5週間です。雇用者は、
請求された
時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な
運営を妨げる場合には拒否することができます。た
だし、
5月1日から10月31日までの間に4週間以上
の年次有給休暇をとれるようにしなければなりませ
ん。以上の有給休暇に 年10日の法定祝祭日および
慶弔休暇（結婚、
出産、
肉親の死亡）が加わります。

3.日曜は休日、ただし2009年に規制緩和も
週休日は、
少なくとも24時間とし、
日曜日に与えなけ
ればなりません。ただし、
日曜休日制には多くの適用
除外があります。
事業の性質（傷みやすい製品を製造または使用
する製造会社、24時間営業の工場、
メンテナンス
会社など）によっては、無期限で適用を除外され

ます。旅行業またはスパ施設に分類される市町村
（communes）や、
旅行業が非常に盛んな地域も
同様です。
また、
交代制を採用している製造業などについては、
一時的な適用除外が行政当局から認められます。
ま
た、
公共あるいは会社の利益を大きく損なう状況を
防ぐため、
1ヶ月を上限として県知事から適用除外
が認められます。
人口100万人以上の都市地域でも適用除外が認め
られる場合があります。
これらの適用除外は県知事（préfet du département）
から5年ごとに個人または従業員全員に与えられま
す。
また、
食品以外の小売店については、
市長から年
5回の日曜営業許可を受けることができます。
日曜出勤の従業員には、
加算給を受給した上で、
週
休日を取る権利があります。

従業員の代表機関
従業員の代表機関
（représentation du

表委員会
（délégation unique de
représentation du personnel）
を選

を設置することができます。

personnel）
は、
企業の規模により、
次の3
種類に分かれます。

択できます。

充実を確保し、
もって質の高い労使対

企業における従業員を代表する機関の
話を図るため、労使双方は、政府の提

> 従業員11人以上の企業の場合に
は、従業員から選ばれた従業員代表
（délégués du personnel）
が賃金

> 従業員50人以上の事業所では、
労働

および労働法の適用に関する個別的

的とする衛生・安全・労働条件委員会

および集団的な要求を雇用者に伝え

（Comité d’
hygiène de sécurité et

る任務を負います。

案に基づき、
企業における組合の代表

災害の予防と労働条件の改善への取

性
（représentativité des syndicats）

り組みに従業員を関与させることを目

に関する改革に取り組んできました。

des conditions de travail－CHSCT）

> 労働組合は、
第一回の職業関連選挙

を設置しなければなりません。

において投票総数の10%以上の同意
を得ない限り代表権を持つことができな

> 従業員50人以上の企業の場合には、

労使協定を交渉し締結する権限は、

くなりました。労働組合が企業または組

企業委員会
（comité d’
entreprise）
の

労働組合の代表者に専属します。組

織の中で代表権を持たない場合は、
次

設置が義務づけられています。企業委

合代表がいない場合には、拡張適用

回の職業関連選挙で代表者を指名す

員会は、
任期4年で、
従業員の中から選
ばれ、
経済的な所掌事項
（企業の変化
や労働組織）
および社会的または文化

された分野別協定により、従業員から

ることができます。

的な所掌事項に関する意思決定に際

ように取り決めることができます。
これ

は、
投票総数の30%以上を集めた組合

して従業員の集団的な利益を代表す

ができない場合、
その旨を書面による

（1団体あるいは2団体）
により調印さ

る任務を負います。

報告で確認したうえで、雇用者は指名

れた場合であって、
かつ、
全部合わせて

従業員が200人未満の企業の場合

された従業員と交渉を持つことができ

投票総数の50%超を集めた他の組合

には、雇用者は、従業員を代表する者

ます。交渉の結果は従業員に提出し、

の反対がない場合に限り有効であると

の意見を聴いたうえで、従業員代表と

多数決票による承認を仰ぐ必要があり

されています。

企業委員会の権限を選挙による同
一の機関に統合した単一従業員代

ます。

選ばれた代表者
（企業委員会または
従業員代表）
と雇用者が交渉できる

> 2009年1月1日より、
企業内労使協定

労働組合は、企業内に労働組合支部

フランスの社 会 保 障 法 規
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4.賃金コストを増やさずに年間で
労働時間を調整

企業はさまざまな方策を用いて、
賃金コストを増やす
ことなく、
労働時間を経済上の制約条件に合わせる
ことができます。労働時間の組織的な調整は、
単一
の枠組みの中で行われます。労使協定は、
1週間以
上1年以内にわたる期間について労働時間を調整
することができます。
業務量が時期ごとに変動することが分かっている場
合には、
法令の制限の範囲内で、
一定期間にわたっ
て賃金コストを増やすことなく労働時間を増減する
ことできます。

労働時間の調整は、企業内労使協定によって行わ
れます。
労働時間と日数（基本は7日間）、
超過勤務時間計
算の上限、
平均給与の算出方法と超過勤務扱いの
基準などを変更する上で必要となる条件および通
知については、
労使協定のなかで条項を設けて定め
ます。労働時間の調整に関する労使協定がない場合
は、
雇用者は最長4週間のサイクル形式で労働時間
を調整できます。
また、輪番制または交替制で操業することもできます。
これらの場合には、
サイクル期間で平均して法定労
働時間を超えないうちは、
残業時間の時間給の割増
も代償休暇も発生しません。

交代勤務に割増賃金なし
数週間単位の交代勤務を雇用者の決定により導入
することができます。日曜休日の原則の適用除外は、
業種に応じて、
当然に、
または行政当局の許可により
認められます。

フランスの労働時間
法定労働時間

超過勤務時間の年間枠
全企業

年間枠を超える場合

該当企業

全企業

労働時間

労使協定で定められる
（企業または
週35時間
特定産業）
。
または、超過勤務の法 最長労働時間
（EUの規制）
の限度内で労使協
または年間1,607
定上限は年間220時間
（週39時間） 定により規定
（企業または業界単位）
時間
年間で1,827時間

行政機関への
事務手続き

なし

企業委員会への通知のみ

小企業（1）

大企業（1）

企業委員会との協議が必要

超過勤務手当（2） 該当なし

労働協約または産業別労働協約に
定められた割増率
（10%以上）
、
これ
がない場合には、労働時間36時間 超過勤務時間の年間枠の場合と同じ
から43時間までは25%、
これを超え
る場合には50%の割増

代償休暇の義務 該当なし

なし 代償休日は標準的な超過勤務 上限を超える時間の50% 上限を超える時間の100%
の年間枠において任意。労使協定 （上限を超える超過勤務 （上限を超える超過勤務
で定めておく必要あり。
時間1時間につき30分） 時間1時間につき1時間）

（1）
従業員20人以内が小企業、
従業員21人以上が大企業。（2）
労使協定に定めがあるときは、
超過勤務手当の割増支払の全部または一部を代替休日に代えることが可能。
週35時間の法定就労時間が適用されない場合は定額
（時給または日給）
協定を定める
専門性の有無を問わず、個々の従業員の就労時間または日数に応じて定額を支払う協定を定めることができます。従業員は、就労時間を自由に調整できます。
この場合、定
額協定には従業員の署名が必要です。
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労働時間の編成方法
従来のシフト勤務
原理

例

週平均労働時間

固定24時間シフト（1）
・シフトA： 6am - 2pm
・シフトB： 2pm - 10pm
・シフトC：10pm - 6am
（8時間シフトを3回）
35時間

変則シフト勤務
全企業
・シフトA：6-10am/2-6pm
・シフトB：10am-2pm/6pm-10pm
または
・シフトA： 6am - 2pm
・シフトB： 9am - 5pm
・シフトC：12pm - 8pm
35時間

固定ローテーション

交代制

原理

従業員により異なる勤務日および休日（1） 勤務時間はサイクル毎に計画される

例

シフトA：月曜から金曜
シフトB：火曜から土曜

第1・2週：44時間
第3週：38時間
第4・6週：28時間
平均サイクル時間：35時間

週平均労働時間

35時間

平均サイクル時間：35時間

（1）日曜勤務については、規定に従う

フランスの社 会 保 障 法 規
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4.高水準の社会保障
フランスの社会保障は質が高く広範囲にわたり、
仕
事や家庭生活の充実に好適な環境が保証されてい
ます。

1.幅広い社会保障制度
フランスの社会保障制度（Sécurité sociale）は、
被保険者およびその被扶養者の医療費のほぼ全
額を負担しています。この制度は次の4種類の保険
を総合したものです。

>疾病保険（疾病、出産、廃疾、死亡）

従業員は、
社会保障制度により医療費の一部の払
い戻しを受けることができます（現物支給）。従業員
の家族および法定扶養家族も、
フランス国内に居住
していて他の医療保険に加入していない場合に限
り、
医療保障を受けることができます。
社会保障制度は、
女性の従業員に対し最低16週の
有給出産休暇（出産前6週間から出産後10週間）

を保障します。
また、
父親は出産から4週間以内に
11日間の有給育児休暇を取ることができます。

>老齢保険： フランスにおける退職制度では、社会

保障基礎年金と補足的年金制度が組み合わされ
ます。この管理は、
労使双方の代表組織が共同で
行います。これら２つの制度は強制加入で、
これに
加えて従業員貯蓄プランを補完的に用いることが
できます。

>家族管理給付金は、
フランス国内に扶養する子供が

いる場合に支払われます（家族給付金、
出産または
養子縁組給付金、
新学期給付金など）

>労災保険
以上に加えて、
強制加入の失業保険制度があります。
雇用者は、
自社従業員の地位に応じて、
他の任意加
入の保険を自由に選ぶことができます。
従業員に対する給付（疾病給付および退職給付）
の水準は、
他の多くのOECD諸国より有利になって
います。

フランスの社会保障制度のもとで従業員が受領できる医療および出産費用の払戻率
払戻率（1）
医療費
医師等の診察報酬：医師、歯医者、助産婦
その他の診察報酬：看護師、理学療法士、言語療法士、
眼科医、
足治療医
医薬品、治療、入院を含む長期的な疾患

70%
60%
100%

臨床検査と試験

60 - 100%

投薬

15 - 100%

その他の医療費
眼科治療
絆創膏、消耗品、小型機器
整形外科

60%
60%
60%

入院
（病院または認可個人病院）
入院費用
転院にかかる移動

80%
100%

妊娠出産
出産前後の検査、検診および治療
（出産前の４ヶ月間）
および出産費用
従業員は、病気治療および妊娠出産にかかる費用について、
職場の相互保険制度を通して補完的な払戻を受けます。
（1）アルザス地域とモーゼル県
（département）
では、払戻率が異なる場合があります。
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2.社会保障費の納付により、企業は疾病、
退職、失業に関する責任から解放される

社会保障費の従業員負担分および雇用者負担分は、
社会保険庁（URSSAF）が徴収します。社会保障費
の総額は、
雇用者負担分は額面給与の平均42%、
従業員負担分は21%近くを占めています。社会保
障の企業負担分は低賃金層については大幅に減
額されており、
企業の規模（従業員数が20名以上か
20名未満か）に応じて、
社会保障費は法定最低賃金
（SMIC）の17%から21%となります。これらの負担
により、
雇用者の従業員に対する義務は大幅に軽減
されます。たとえば、
社会保障は病気休暇、
産休、
事
故休暇中の給与を部分的に負担します。
同 様に、企 業のキャリア訓 練 基 金（ f o n d s d e
formation professionnelle）に月々の負担金を支
払うことで、
雇用者が負担する従業員のキャリア訓練
費用は全額または一部がカバーされます。

フランスの社 会 保 障 法 規

39

フランスで事業を営む

・最も適切な在留許可
・雇用契約と給与
・社会保障
・納税資格

企業グループ内で従業員を
海外赴任させる方法
専門家のアドバイス

>

Anne Vaucher, Sabine Binisti, Nadia Hamya and Diane Artis
Partner-Attorneys, Taj, member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

外国人従業員の受け入れ：
成功に導くキーポイント
ますますグローバル化が進む経済情勢の中、
本国から海外へ従業員を赴任させたり、
世界
中の労働市場で従業員を勧誘する企業が増
えています。市場には国境は存在しないのに、
諸国間の移動には各国の規制が立ちはだかっ
ています。
移民法は政策の代表とも言える法律で、
企業お
よび個人の意思に反して諸国間の移動を制御
し、
抑制しています。外国人従業員を受け入れる
際には、
会社の要件を確認するとよいでしょう。
滞在許可証および労働許可証の取得には、
従
業員の国籍、
滞在期間、
労働市場での誘致活
動、
グループ内異動が決定を左右します。家族
を伴う従業員も多く、
雇用主は家族の出入国
手続きも行う必要があります。従業員は幸せあ
れば大いに実力を発揮してくれます。家族は海
外赴任が成功する重要な要因なのです。社会
保障料を受給している従業員の異動も重要で
す。一般に、
従業員は一時的に本国の社会保
障制度の利用をするか、
あるいは赴任国の制度
を利用するか選択することが可能です。どちら
か選択が可能な場合、
従業員ではなく、
雇用主
が決定します。したがって、
どちらを選択するか

40

両者が合意しておく必要があります。しかし、
従
業員に赴任前の社会保障内容に不満がある場
合、
新しい保証内容を明確に説明してあげるこ
とで安心してもらえます。
または、
保証内容に対
する不満が本質的および根本的な原因による
ものであれば、
対処する必要があります。雇用
主に知らされていなかった子供の病気に関す
ることが原因かもしれません。遠慮がちな従業
員に代わって、
適切な解決策を見出すために慎
重に調査するのが弁護士の役割です。ここで雇
用契約書を交わすのが得策です。海外赴任に関
して、
契約書を締結するのが赴任先の法人か本
国の法人か、
または両国以外の法人なのか決
定する必要があります。賢明な選択をし、
徹底
した法的検討が必要になります。グループ内
異動の場合、
従業員の海外赴任に関する法律
順守は雇用主が一切の責任を負います。赴任
国、
本国および社内の規則は弁護士に分析と
助言を依頼します。そうすることで従業員を会
社に拘束する国際関係を契約書に明記するこ
とができます。そして海外赴任する従業員が各
自の任務および業務に安心して就けるのです。
この最終目標を達成するには、
これら要件を満
たした給与を設定することが不可欠です。給与
には財政的側面と現物給付の両方が反映され
ます。例えば、
子供の教育費と言語の隔たりを

専門家のアドバイス

救済する言語講座です。業務に関連するこれ
らの給付により、
従業員の給与が増額します。
追加給付額は従業員の海外赴任に先立って算
定する必要があります。
また、
会社にとって最も
コスト効果率の高い支払方法を選択することも
重要です。教育費または家賃などの給付金は雇
用主が直接支払う場合には非課税になります。
赴任国によって法令は異なりますが、
滞在する
国の現行法に従って状況に応じた最善策を絶
えず検討することが必要です。しかし、
多くの
諸国が海外赴任者の受け入れに関して激しく
競い合っています。大企業の能力の高い人材
を受け入れることで財政効果が高まり、
自国へ
のグループ企業の永久的移転に繋がります。
したがって、
進出してくる企業に寛大な税率を
適用する国もあれば、
所得に課される税金や
業務に直接関連する現物給付を排除すること
で所得税の基準を下げたりする国もあります。
海外に赴任する従業員の合計数にのみ税金を
課する課税計画を立案する国や、
従業員の給与
に税金を全額還付する国もあります。フランスも
外国人従業員を受け入れる企業に対して寛大
な税率を適用しています。外国人従業員の国籍
は問われません。例えフランス人であっても、
過
去5年間にフランスに居住していなければ外国
人従業員として扱われます。

www.groupe-adecco-france.fr
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赴任者に対する
優遇措置
1. 外国人従業員の入国・滞在条件
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2. フランスでの就労
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3. 在仏従業員の保険・社会保障

52

4. 在仏従業員の税務
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第 章
赴任者に対する優遇措置
フランス政府は外国人赴任者に対する優遇措置を導入し、
企業が高いスキルを持つ従業員をフランス国
内に派遣し、
またグループ内での派遣を促進する支援を行っています。
これにより、
在仏外国人とその家族に確実な法的地位をもたらす複数年有効の滞在許可証が導入され
ました。
いくつかの県départementsではフランス移民局（OFII）の「ワンストップショップ」が設置され、
企業へ
のサービスの質の向上を図っています。
このほかにも、
フランスに滞在する外国人駐在員は、
赴任に伴うコストを軽減するために税制面および社
会保障面でも特別措置を受けることができます。

1. 外国人従業員の入国・滞在条件
フランスへの入国および滞在に際しては、
免除事由
に該当する場合を除き、
ビザが必要となります。ビザ
の種類は主に期間と滞在理由によって区分されてい
ます。外国人従業員がフランスで働く場合に適用さ
れるビザの種類は、
短期滞在ビザ（90日以下）と長
期滞在ビザ（90日を超過する場合）に分類されます。

1.短期滞在ビザ
短期ビザは通称「シェンゲンビザ」と呼ばれ、
シェン
ゲン協定加盟国全25カ国に出入国することができ
ます。
連続する6ヶ月毎に最長90日の滞在が認められま
す。申請先は、
居住国のフランス大使館・領事館で
す。短期ビザは、
原則として、
出張としてのフランス
滞在、
業務上または個人的なフランス訪問に対して

支給されます。
フランスに居住せずにフランスにおける取引関係を
維持したい人は「往来ビザ（visa de circulation）」
を申請することができます。
「往来ビザ」は有効期間
1年から5年で発行される「シェンゲンビザ」です。フ
ランスで正当な職業活動を行っている人が往来ビザ
を取得すれば、
フランスに入国するたびにビザを申
請する必要がなくなります。
フランスで報酬を受ける職業活動を行うためには
労働許可が必要で、
短期滞在ビザによる就労はで
きません。
このため、
外国企業が3ヶ月未満の任務のために従
業員をフランスに派遣したい場合は、
滞在の目的を
次のように区別する必要があります。

>出張としての滞在（顧客訪問や単発的な会議な
どに出席するため）
：国籍による特例を除き、
短期
ビザで十分です。

欧州連合（EU）および欧州経済領域（EEA）出身の労働者に対する柔軟な制度
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欧州連合
（EU）
、欧州経済領域
（EEA） るだけです。

可、報酬を受ける活動を行う際には労働

ならびにスイス連邦の国民は、
ビザ、
滞在

2007年5月1日付けで欧州連合に加入し

許可を取得しなければなりません。2012

許可証、労働許可証がなくてもフランス

たルーマニアとブルガリアに限り、
移行期

年10月1日省令に掲げられている291職

国内を自由に移動し就労することができ

間中
（2014年1月1日まで）
は従来の個

種のうちのいずれかに従事する場合は、

ます。
フランス入国後3ヶ月以内に居住

別の規則に従います。この期間中、
両国

雇用状況を不承認の理由とすることは不

地の市町村役場に届出を行う必要があ

の国民は、
経済活動を行う際には滞在許

可能になりました。

フランスで事業を営む

>短期間の任務を遂行するためのフランス滞在（フラ

ンス企業に対する研修、
指導、
技術援助など）
：シェ
ンゲンビザのほか、
一時労働許可証（autorisation
provisoire de travail）が必要になります。

一時労働許可証の承認の判定は、
申請者が受け入れ
先企業の指示に従って、
役務を提供できるか、
効果的
に参画できるか等を考慮して行われます。

2.長期滞在ビザ
外国人が個人的理由（家族再会、
退職など）
または
職業上の理由（会社設立、
就労など）で3ヶ月を超え
てフランスに滞在するには、
居住国のフランス大使
館・領事館に長期ビザを申請する必要があります。
長期滞在ビザの有効期間は原則として3ヶ月間で
す。その間に県庁に届け出を行い、
滞在理由（派遣
従業員、
科学研究、
コンペタンス・エ・タロン（能力・
才能）など）に応じた滞在許可証を取得しなければ
なりません。
一部の分類に属する外国人については「滞在許可
証に相当する長期滞在ビザ」visa de long séjour
valant titre de séjourが発給されます。有効期間
は3～12ヶ月間で、
入国後1年間は県に滞在許可証
を申請することなく滞在が認められます。
「滞在許可証に相当する長期滞在ビザ」は簡略化
された手続きで、学生、
フランス人の配偶者、
ビジ
ター、
研究科学者、
インターンおよびフランスに拠
点を持つ企業と労働契約を結んでいる従業員、
外
国に拠点を置く企業から一定期間、
フランスに一時
的に派遣された従業員に適用されます（グループ内

の派遣を除く）。
在仏外国人はフランスに入国してから3ヶ月以内に、
健康診断のためにフランス移民局（OFII）に招致さ
れます。

2.フランスでの就労
フランスの入国手続は、
当該外国人が入国後に行う
事業活動の種類により異なります。この際、
従業員と
企業幹部は滞在許可取得の手続きが異なるため、
区
別する必要があります。フランスの滞在許可証のなか
には、
手続きを踏まずに、
フランス国内であらゆる活
動（報酬を受ける活動または商業活動）を許可する
ものもあります。滞在許可証「私的・家族生活」
（vie
privée et familiale）および居住許可証（carte de
résident）がこれに該当します。

1.フランスで事業を行う外国企業幹部の身分
企 業 幹 部 に は 、個 人 商 人（ c o m m e r ç a n t
indépendant）、
職人（artisan）、
さらには会社を代
表する権限を有する者が該当します。
この権限を有す
る者には、
SARL（有限会社）の業務執行者、
SA（株
式会社）の代表取締役社長（PDG）、
フランス国内の
外国法人を拘束する権限を持つ自然人（支店または
駐在員事務所の代表者）などが該当します。
EU加盟国の国民、
ならびに、
アイスランド、
リヒテン
シュタイン、
ノルウェー、
スイス国民の場合には、
フラ
ンスに会社を設立するために特別な手続きは必要
ありません。

短期滞在の労働許可を申請する
企業は、従業員のフランス入国予定日
の3週間前までに、一時労働許可申請

社への90日未満の出張をさせる外国企
業は、2010年11月12日の政府合意に

のために年に何回も労働許可証やビザ

書類を県労働・雇用・職業訓練局
〔労働

より、年間労働許可証の申請ができるよ

を取得する必要がなくなり、手続きが簡

局〕
（Unité territoriale）
に提出します。 うになりました。年間労働許可証を取得し
一時労働許可証の有効期間は最長90

た従業員はこれを使い、
居住国の領事館

日間で、短期滞在ビザの延長はできませ

より、複数回入国が可能な短期ビザ
（有

ん。したがって会社側は、
ビザと一時労

効期間1年）
を取得することができます。

働許可証の有効期間が一致するよう注

この短期ビザと労働許可証により、
連続

意する必要があります。

6ヶ月のうちの3ヶ月間、
フランスに滞在し

従業員に対し定期的に、
フランスの子会

事業活動を行うことが許可されます。
フラ

ンスの子会社に頻繁に出張する従業員

素化されました。

赴 任者に対する優 遇 措置
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その他の国民に対する行政手続きでは、
外国人幹
部が居住地を恒久的にフランスに移したい場合と、
外国に移住したままフランス企業の幹部となるがフ
ランスに居住する意図はない場合の2種類の身分
のうち、
いずれかを選ぶ必要があります。

1.1 フランスに居住を希望する外国人幹部は、
複数年有効の「コンペタンス・エ・タロン
（能力・才能）」を取得可能

書類の原本の提出が求められるため、
出発前にこ
れらの書類を揃えておく必要があります。
>パリ、オー＝ド＝セーヌ、イヴリーヌ、ローヌ、オート＝
ガロンヌ、
イゼール、
ノール、
ピュイ＝ド＝ドームの各
県départementでは、
企業幹部として滞在予定の
者はフランス移民局（OFII）で義務づけられた健康
診断を受け、
滞在許可証を受け取ります。

1.2 非居住者経営者は1回の事前届出で
手続き完了

外国人が新たに会社を設立または既存の会社を買
収する場合、
特定の条件のもとでは、
有効期間3年
フランスの会社の法的代表者で、
国内での居住を
で更新可能な滞在許可証「コンペタンス・エ・タロン
希望しないものは、
会社の所在県départementの
（能力・才能）
（compétences et talents）」を取
県庁に事前に届出る必要があります。この届出は、
得できます。
当該外国人またはその委任者（この場合には、委
この場合、
企業幹部は、
（1）
（有形資産と無形資産
任状を作成すること）が、
受領証明付書留郵便また
の合計で）30万ユーロ以上の投資を行うか、
または
は窓口で行います。届出に必要な添付書類は、
申請
（2）2人以上の雇用創出、
もしくは（3）存続年数2
者の身分証明書類（出生証明書、
結婚証明書）、
出
年以上の会社を親会社とする子会社設立、
のいず
身国における無犯罪証明書またはこれに類する書
れかの条件を満たすような企業設立計画または買
類の抄本、
当該代表者の任命に係る議事録です。
収計画を提出しなくてはなりません。
県庁は、
会社登記簿（Registre du commerce et
フランス企業の法的代表者に指名された外国人も、
des sociétés－RCS）への登記に必要となる許可
給与が法定最低賃金（SMIC）の3倍以上（2013年
証を発行します。
1月1日現在で月給の税込月額が4,290.66ユーロ以
上）であれば、
滞在許可証「コンペタンス・エ・タロン（
能力・才能）」に申請できます。
1.3 滞在許可証「例外的な経済貢献」
滞在許可証「コンペタンス・エ・タロン（能力・才能）」
の発行条件を満たさない場合は、
有効期間1年で更
フランス国内で1000万ユーロを超える額の出資を
新可能な一時滞在許可証「商人（commerçant）」ビ
行うことを希望する、
または50人以上の雇用を創出
ザを取得できます。
または確保しようとする外国人は、
有効期間10年で
滞在許可（「商人」または「コンペタンス・エ・タロ
更新可能な滞在許可証「例外的な経済貢献」を申請
ン」）申請を外国で行うときは、
フランス大使館領
できます。出資先となる県の地方長官が申請内容の
事部/フランス領事館が申請書類を審査し当該許
審査を行います。
可証の交付を決定します。すでにフランスに居住
県は、
投資額や雇用数が目標に達していない場合
しており滞在許可証も取得しているものの、その
であっても、
地域の労働市場の状況を鑑みて申請
許可証では事業を運営することが認められてい
者の経済貢献が例外的であると判断した場合は、
ないときは、居住地の県庁Préfectureに滞在資
滞在許可証「例外的な経済貢献」を発行する場合
格変更を申請することができます。
があります。
滞在許可証「コンペタンス・エ・タロン（能力・才能）」
配偶者にも10年間の滞在許可証が与えられます。
の所持者の家族（配偶者および18歳未満の子）には
自動的に滞在許可証「私的・家族生活」
（vie privée
et familiale）が発給されます。これにより就労が可
能になります。
滞在許可証「商人」の所持者の家族は滞在許可証「
ビジター（Visiteur）」を取得できます。

>申請には、無犯罪証明の一部またはこれに類する
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2.企業勤務を許可する一時滞在許可証
原則として、
フランスで企業勤務を行うには労働許
可証が必要です。
外国人がフランスに90日を超えて滞在を希望する
場合は、
滞在と就労を許可する単一の滞在・労働許
可証の発行を受けることができます。
これらは「派遣従業員」
「コンペタンス・エ・タロン（
能力・才能）」資格に適用されます。
また、
滞在許可
証に相当する長期滞在ビザの「従業員」、
「学生」資
格も対象となります。

2.1「EUブルーカード」
「EUブルーカード」は、以下の条件を満たす非常
に高度な技能を持った従業員のための滞在許可証
です。
・3年以上の高等教育による学位または5年以上の
職務経験があること。
・過去1年以上に渡り雇用契約が継続していること。
・平均賃金（2013年現在で月収の税込月額が
4,396 ユーロ）の1.5倍以上の賃金が得られる
こと。
当該企業の所在地がパリ、
オー＝ド＝セーヌ、
イヴリー
ヌ、
ローヌ、
オート＝ガロンヌ、イゼール、
ノール、
ピュ
イ＝ド＝ドームの各県département である場合、
申
請者はフランス移民局の「ワンストップショップ」に
申請書を提出します。企業の所在地が上記以外の
県の場合、
申請書は各地方自治体の労働局（Unité
territoriale）に提出します。新たな滞在許可制度で
ある「EUブルーカード」の申請では、
雇用状況は問
題にされません。そのため、
雇用者は各地の労働市
場を鑑みて雇用決定の正当性を証明する必要はな
く、
また滞在許可証「EUブルーカード」の受給者に
は健康診断を受ける義務も発生しません。
手続きが完了すると、
当該従業員は3年間有効で更
新が可能な滞在許可証を受領します。
またその家族
には、
同じ期間の一時的な滞在を許可する滞在許可
証「私的・家族生活」が与えられます。
EU加盟国が発行した「EUブルーカード」の保持者
は、
取得後18ヶ月から、
他のEU国でも高度技能職
を確保するための同様の許可申請を行うことがで
きます。

2.2「派遣従業員」資格の一時滞在許可証
「派遣従業員」資格の一時滞在許可証は、
同一企
業グループ内配転（mobilité intragroupe）を対
象として、
3年間有効（条件によっては更新可）の滞
在を許可するものです。この許可証は、
以下のいず
れかの場合を対象とします。
・在籍出向（従業員は当初の労働契約を維持して
おり、
本国から給料が支払われる場合）
・転籍出向（フランスでの任務の期間中は当初の
労働契約は保留され、
フランスの会社と新たな労
働契約を締結し、
その会社が給料を支払う場合）
滞在許可証「派遣従業員（salarié en mission）」の
発給を受けるためには、
3ヶ月以上の労働契約を締結
していること、
所属企業と同一企業グループまたは同
一企業に属する組織への在籍出向・転籍出向である
こと、
当該従業員の月給が法定最低賃金（SMIC）税
込月額の1.5倍以上であること
（2013年1月1日時点
で2,145.33ユーロ以上）が必要です。
フランスの一般的な雇用状況を理由に、
「派遣従業
員」資格の一時滞在許可証の所持者の雇用を不承
認にすることはできません。このため雇用者は、
各地
の労働市場を鑑みて雇用決定の正当性を証明する
必要はありません。
滞在許可証「派遣従業員」の発給を受けた人が連続
6ヶ月を超えてフランスに滞在する場合、
家族は滞在
許可証「私的・家族生活」を申請できます。滞在許可
証「私的・家族生活」の発給を受けた人は自動的に就
労が可能となります。

2.3「従業員」資格の滞在許可証に
相当する長期滞在ビザ

このビザは、
1年以上にわたりフランス法人に雇用
される外国人を対象とするもので、
有効期間は1年
です。
雇用を予定する企業は、
まず労働許可を申請する必
要があります。この申請は、
雇用状況を理由として却
下される場合があります。
ビザが失効する2ヶ月前までに県庁で一年分の滞在
許可（延長可）を申請することができます。
この滞 在 許 可を受けるものは、受 入・統 合 契 約
（contrat d'accueil et d'intégration－CAI）へ
の署名が求められています。この契約により、
フラン

赴 任者に対する優 遇 措置
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ス国家が、
外国人に個人の権利を付与し、
フランス
語習得の機会を提供することを保証します。

2.6「学生」資格の滞在許可証に
相当する長期滞在ビザ

この１年間有効な滞在許可は、
フランスで学業を行っ
ており、
充分な資金
（615ユーロ/月）
を持っているこ
2.4「臨時労働者」資格の滞在許可証に
とを証明した外国人に発給されます。
相当する長期滞在ビザ
この許可証を取得することにより、
年間法定労働期
間の60%を限度として、
副次的に報酬を受ける就労
この滞在許可証は、
3ヶ月間から12ヶ月間の定めら
が可能となります。労働許可を別途取得する必要が
れた期間にわたりフランスで就労する従業員を対
なく、
雇用者が当該学生の居住時の県庁Préfecture
象としています。役務提供の一環として外国企業か
に事前届出を行うだけです。取得から1年後、
当該学
らクライアント企業に派遣された従業員などがこれ
生が学業を続ける必要がある場合は、
有効期間失効
に当たります。
の2ヶ月前より県庁Préfectureに更新申請を提出す
雇用を予定する企業は、
まず労働許可を申請する必
ることができます。
要があります。この申請は、
雇用状況を理由として却
修士号相当以上の免状を保有する学生は、
「学生
下される場合があります。
有効期間は労働許可証と同じで、
原則12ヶ月が上 （étudiant）」滞在許可証の有効期間の満了時に、
有効期間6ヶ月で更新不可の仮滞在許可証の発給を
限です。ただし、
更新申請は有効期限の2ヶ月前に
受けることができます。この仮滞在許可証により、
受
提出することができます。この場合、
受給者は県庁
給者は学業に関連する職に就労することができます。
Préfectureで1年間の滞在許可証を受け取る必要
この場合、
月給の税込月額が法定最低賃金（SMIC）
があります。
の1.5倍以上であることが条件です（2013年1月1日
フランス国内で行われる業務が一時的なものである
ことから、
このビザの所持者が受入・統合契約（CAI） 現在で2,145.33ユーロ）。
この期間の終了後は、
雇用を証明できる限りにおいて
に署名する必要はありません。
「コンペタンス・エ・タロン（能力・才能）」
または「従業
員」滞在許可証の取得のため、
県庁に身分変更申請
2.5「研究科学者」資格の滞在許可証に
を提出することができます。この場合、
当該従業員の
相当する長期滞在ビザ
職務は研修目的であり、
月給の税込月額がSMICの
1.5倍以上であるため、
雇用状況は考慮されません。
この滞在許可証は、
研究業務を行っているか、
大学
レベルの高等教育で教鞭をとる外国人に発給され
ます。
3. 入国手続
申請者は、本人の研究者としての資格要件、滞在
目的、滞在期間を証明する公認の研究機関また
は大学機関が発行した受入協定書（convention
3.1 通常の入国手続き
d'accueil）を保持していなければなりません。研究
科学者は、
労働許可証を別途取得する必要はあり 雇用者は従業員をフランスに赴任させたい場合は、
定められた入国手続きに従う必要があります。これ
ません。
は従業員に対し、
労働時間に関するフランス法、
社
受入協定書には、
本国のフランス領事館の査証を受
会保障費の支払（協定・条約が存在しない場合）、
機
けなければなりません。
会均等などの面でフランス労働法を適用しているこ
申請者はフランス入国から1年後に、
一時滞在許可
証「研究科学者」を受領します。有効期間は1年か とを保証するためのものです。
この入国手続きは、
第三国出身の外国人が行うす
ら4年です。
べての有給労働に適用され、
具体的には以下があ
この滞在許可証の受給者は、
無期限雇用契約を結ぶ
ります。
場合は統合契約に署名する必要があります。
受給者の家族は、
滞在許可証「私的・家族生活」の
発給を受けることが出来ます。
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・企業グループ内の配転の場合〔「派遣従業員」
（salarié en mission）〕。ただし、
ワンストップ
ショップ（下記参照）の試行地域を除く
・外国への出向の場合（会社のために役務、
オペレー
ションを行う）
・フランスに拠点を置く企業がフランスに居住しな
い外国人を雇用する場合（EUブルーカードなど）
手続きは（フランスに拠点を置いているか否かに関
わらず）雇用主が開始します。
雇用者は、
当該活動の開始予定日の少なくとも2ヶ月
前に、
県労働・雇用・職業訓練局（Unité territoriale）
に入国の届出（demande d'introduction）を行い
ます。提出書類は必ずフランス語で作成するか、
また
はフランス語に翻訳します。
所轄の労働当局は申請書類を審査し、
労働許可証発
給の承認の是非を決定します（P51「詳説」参照）。

労働許可証の申請にあたっては、
政府書式（formulaire
CERFA）に記入し、
フランス移民局（OFII）に提出しま
す。
申請書類はOFIIを通じ、
当該従業員の居住国にお
けるフランス大使館領事部/フランス領事館に転送
されます。当該従業員は大使館/領事館に出向き、
滞在理由に応じたビザの発給を受けます。
招聘された従業員は、
フランス入国後、
すぐに就労を
開始することができ、
入国後3ヶ月以内に滞在許可証
の申請書を提出しOFII指定の健康診断を受けます。
雇用者は、
雇用期間と給与額に応じた税金をOFIIに
納めなければなりません。
フランスでの業務の性質と期間によって、
発給される
滞在許可証は次のいずれかとなります。
・企業グループ内配転の場合には「派遣従業員
（salarié en mission）」滞在許可証（有効期
間3年）

労働許可の申請
労働許可申請は、
所轄の労働当局
（Unité

遵守状況

territoriale）
の外国人労働者課
（service

>雇用条件および報酬が当該企業のこ

de la main d’
oeuvre étranger）
が審査

れに類する職位につく他の従業員
（ま

します。

たは職種）
と同等であること

労働当局は書類審査のうえ、
労働許可証
の発給・不発給の決定を下します。
労働許可証の発給基準

>給料が最低でもフランスの法定最低賃
金
（SMIC）
と同等であること
>該当する場合には、
当該外国人申請者
がフランス入国後に通常の居住水準の

る30業種）
に関しては、
雇用状況は問題
にされません。
労働許可申請の提出
労働許可の申請の提出は雇用者が行
います。
必要書類

労働許可証発給の承認の是非を決定す

もとで生活できるようにするために雇用

一定の書類を労働許可申請書に添付す

るため、
所轄の労働当局は次に示す基準

者が講じる措置

る必要があります
（「外国人従業員のため

に基づいて審査を行います。

に申請書を作成する」参照）
。
雇用状況

>関連業種や地域での雇用状況。 提

行政当局は、
業種または地域などで失業

所要期間

示された職位の特異性、求職者の採

レベルが過度に高い上に、雇用主が現

申請書提出から2カ月以内に、地方労働

用にあたり、雇用主が所轄の雇用局
（Pôle emploi）の支援を受けて採

地での採用活動を行っていないと判断さ

当局
（Unité territoriale）
が発給の可否

用活動を行ったかが考慮される。
>当該外国人申請者の資格、
経験、
免状
と当該職位の妥当性
>雇用者のフランスにおける労働・社会
保障法規の遵守状況
>該当する場合には、求職者の当該職
業・職種の営業に関する規制要件の

れる場合には、
労働許可証の発給を不承
認にすることが出来ます。

を決定します。
（フランス移民局
（OFII）
の
「ワンストップショップ」に
「派遣従業員」

同一グループ内配転の従業員
（滞在許

および「EUブルーカード」
を申請する場合

可証「派遣従業員」）
、
滞在許可証「コン

は10日以内で決定します）
。
この期間内

ペタンス・エ・タロン
（能力・才能）
」の保持

に許可が下りない場合は、
申請が不承認

者、行政当局が作成した雇用問題に直

になったとみなされます。

面する職務一覧に含まれる、特定地域
の業種
（2008年1月18日省令に含まれ

赴 任者に対する優 遇 措置
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・高度な技能を持つ従業員を雇用するための「EU 「EUブルーカード」保持者のための「ワンストップ
ブルーカード」
ショップ」が設置されました。各県のOFII支局は、
当
・「臨時労働者」資格の滞在許可証に相当する長期
該労働当局（DIRECCTE）への労働許可証の転送、
滞在ビザ（1年未満の雇用契約）
または「従業員」 当該企業への通知、
領事館への連絡のほか、
従業員
資格の滞在許可証に相当する長期滞在ビザ（1年 とその家族がフランスに入国した後は健康診断の日
以上の雇用契約）
程決めや滞在許可証の発行など、
フランス赴任に係
わるあらゆる手続きを監督します。
覚書では、
「ワンストップショップ」で手続きを行う申
3.2「派遣従業員」および「EUブルーカード」 請者の家族のビザ発給、健康診断および滞在許可証
受給者のために全8県（パリ、
オー＝ド＝ の発行について、申請者と同時に手続きが進められ
セーヌ、
イヴリーヌ、ローヌ、オート＝ガロンヌ、 ることを定めています。

イゼール、
ノール、
ピュイ＝ド＝ドーム）で
「ワンストップショップ」を導入

2012年8月3日付の覚書により、
一部の外国人従業
員のための行政手続きが簡略化され、
全8県（パリ、
オー＝ド＝セーヌ、
イヴリーヌ、
ローヌ、
オート＝ガロン
ヌ、
イゼール、
ノール、
ピュイ＝ド＝ドーム）のフラン
ス移民局（OFII）支局において「派遣従業員」および

OFII「ワンストップショップ」
（「派遣従業員「EUブルーカード」滞在許可）を従業員が訪問
パリ、
オー＝ド＝セーヌ、
イヴリーヌ、
ローヌ、
オート＝ガロンヌ、
イゼール、
ノール、
ピュイ＝ド＝ドームの8県

労働許可申請書を提出

受け入れ先企業
または派遣元企業

必要日数：

必要日数：

健康診断、
滞在許可の発給

労働許可申請
を処理

10日

1ヶ月

従業員、
会社員

OFII

必要日数：
必要日数：

5日

ビザ発給
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5日

承認後の書類を電子送信
大使館/領事館

労働・雇用
・職業訓練局
（Unité
territoriale）

フランスで事業を営む

4. 海外からフランスへ出向する

出向期間が3ヶ月以下の場合には、
特例を除き、
短期
ビザと一時労働許可証（autorisation provisoire
de travail）で充分です。
出向期間が3ヶ月を超える場合には、
「臨時労働者」
外国企業が、
下請契約に基づく役務提供を行うた
資格の一時滞在許可証に相当する長期滞在ビザを
め、
または役務契約とは関係なくオペレーションを
保有していなければなりません。
実施するため、
一時的に従業員をフランスに出向さ
出向期間が3ヶ月を超える場合には、
雇用者はフラ
せる場合があります。
このような在籍出向従業員は、
フランスでの出向前、 ンス移民局（OFII）に税金を納めなければなりませ
ん（この税額は給与額によって異なります）。
出向期間中、
出向後を問わず、
出向元の会社との雇
外国企業は、
手続きが行われる各地域の雇用監査役
用契約によって拘束されます。
に事前届出を提出しなくてはなりません。
この規定により、
在籍出向従業員は出向先企業の社
外国に拠点を置いている外国企業は、
Bas-Rhin
員ではなく、
また出向先企業がその給料を負担するこ
県のURSSAF（Centre national des firmes
とはありませんが、
出向先企業の従業員と同等に労
étrangères－CNFE）に登録手続きを行い、
従業員
働法の適用を受けます（労働時間、
最低賃金、
給料の
の登録と社会保障費の支払いを行わなくてはなりま
支払い、
年次休暇、
健康・安全条件など）。
せん（ただし、
社会保障契約によって支払免除が適用
外国に拠点を置くこの出向元企業（またはその代表
派遣証明書を保持している場合を除きます）。
者）は勤務地の労働当局（Unité territoriale）に労 され、
働許可の申請を開始します。

外国人従業員（国外出向）

外国人従業員のために申請書を作成する
雇用者は、従業員をフランスに赴任また

4.企業グループ内配転の場合には、
フラ

を示す証拠書類

は配転させたい場合、労働許可申請書

ンス法人と外国法人との関係を証明す

雇用者が外国法人である場合には、上

に以下の書類を添付し、
所轄の労働当局

る書類

記のほか、以下の申請書類を提出する

（unité territoriale）
に提出します。

必要があります。
5.従業員がフランス国外の居住者である

1.従業員の国外派遣または新規採用の

場合には、
パスポートまたは国が発行する

8.外国法人による雇用証明書または少

理由を説明し、
従業員が行うこととなる職

身分証明書のコピー

なくとも3ヶ月勤続していることを証明 す

務について詳述した書面

る雇用契約書
6.履歴書または従業員の資格および職

2.フランスで行う報酬を受ける活動に該

歴を示すその他のあらゆる文書、該当す

9.出向証明書またはフランスの社会保障

当するCERFA
（行政関係書式登記校

る場合には、報酬を受ける活動を行うた

への登録に関する誓約書

閲センター）
フォーム

めの免状または資格証明書のコピー、
当
該活動が特別な規制条件の適用を受け

10.該当する場合には、
有給休暇基金へ

3.雇用主が法人
（personne marale）
の

る場合には、
当該条件が満たされているこ

の登録に関する誓約書

場合には有効なK-BIS抄本、
自然人の場

とを示す証拠書類

合には有効なK抄本、
商人カード、
または、
これがない場合には、納税通知書
（avis
d’
imposition）

11.該当する場合には、従業員に代わっ
7.雇用の状況が不承認理由となりうる場

て自己の名において行政上の手続を行う

合には、
既にフランス国内の労働市場か

ための、
フランス在住者に宛てた委任状

ら候補者を募集する努力が為されたこと

赴 任者に対する優 遇 措置
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3.在仏従業員の保険・社会保障
在仏従業員は、
出身国とフランスとの間に社会保障
協定が締結されていれば、
本国の社会保障制度に引
き続き加入することができます。
協定が締結されていない場合には、
フランスで就労
している従業員は、
国籍、
年齢、
雇用契約の種別に
かかわらず、
フランスの社会保障制度に加入しなけ
ればなりません（属地主義）。

1. 属地主義：国際保障協定がない場合には
雇用が発生する国に社会保障負担金を
払い込むことが必要

フランスの社会保障制度は属地主義に基づいてお
り、
フランスで働く外国人従業員は、
国籍や雇用者
の事務所の所在地を問わず、
原則として、
フランス
の社会保障の適用を受けます。ただし、
本国の任意
加入の社会保障制度の社会保障費を引き続き納付
することもできます。このため、
外国人従業員に支払
われる給与・諸手当（現物支給、
海外赴任手当など）
はその時点における社会保障費の適用対象となりま
す。納付は法で定められた制度と任意記入の社会
保障制度の両方に対して行うことができます。その
場合、
従業員と家族はフランスの社会保障制度によ
って保障を受けることができます。
同法では、
外国人従業員がフランスの雇用者と、
ま
たはフランスにおける受入企業と合同で申請した場
合、
かかる外国人従業員に対し（追加年金を除く）基
本老齢年金（l’
assurance vieillesse de base）の
適用除外を認めています。適用除外を受けるには、
保
険登録の証明が必要です。申請者は、
申請前の5年
間にフランスの強制加入の老齢保険、
または社会保
障制度の調整に係るEU規則が適用される国の社会
保障制度に加入していなかったことを証明する必要
があります。この適用除外の期間は3年間です。さら
に3年間更新することができます。
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2. 国際協定とEU規則でフランスでの
社会保障費の免除

フランスと二国間社会保障協定を締結している国の
国民は、
フランス派遣中に本国の社会保障制度に引
き続き加入することができます。
（日本とフランスは
2007年より日仏社会保障協定を締結しています）。
国外派遣はこの二国間社会保険協定によって期間
が限定されていますが、
国外派遣期間は更新が可
能です。この期間の終了後は、
派遣従業員は必ず
受入国（フランス）の社会保障制度に加入します。
ただし、
本国の社会保障への加入を維持すること
もでき、
この場合、任意継続の二重加入（double
cotisation）といいます。
実務上、
当該従業員は二国間社会保障協定の適用
を受けるには自国における加入の証拠を提出しな
ければなりません。
EU、EEA加盟国およびスイスの国民も、
EUの規則
により2年間にわたって他の加盟国での派遣就労
が可能です。
派遣任務が2年以上にわたる予定の場合、
または2
年の予定を超えて行われる場合は、
派遣期間を延
長するために免除申請を行うことができます。最長
派遣期間は、
各加盟国の同意のもとに決定されます。
当初の期間または延長された期間の終了後、
従業
員は勤務している国（フランス）の社会保障制度に
加入しなければなりません。

フランスで事業を営む

4.在仏従業員の税務

2.税務上の居住者に対する課税

一定の条件のもとで、
フランスで就労する外国人従
業員は極めて有利な税制の適用を受けることが可
能です。

2.1 原則

1. 税務上の居住地の決定
税務上の居住地は雇用者で決まるものでも従業員
で決まるものでもなく、
法令または条約の判定基準
で決定されます。社会保障制度への登録は、
税務上
の居住地には影響しません。
次のいずれかに該当するときは、
フランスに税務上
の居住地があるとみなされます。

>本人の恒常的に居住する場所（世帯）、言い換え

ると本人またはその家族（配偶者と子供）の常時
居住する場所がフランスである場合
>二重居住者の場合：経済的利益および個人的利益
の中心がフランスにある
>これらの利益の中心が決められない場合：主に居
住する場所がフランスにある（同一年のうち183
日以上フランスに居住する）
>他の判定基準がどれも決定的でない場合（主な
居住地がどの国にもない場合）
：本人の国籍がフ
ランスである
>二重国籍者、
または2国のうちどちらの国籍も持
たない場合：両国の税務当局が双方の合意により
決定
フランスに税務上の居住地を有する者は、
フランス
源泉であるか外国源泉であるかを問わず、
全所得に
対してフランスの税金が課されます。ただし、
国際
租税条約や在仏外国人従業員に対する税制など
の特別税制（4.3項参照）の場合については、
この
限りではありません。

（税法上の「賃金および給料」）の課税対象額は、
社会保障費その他の強制徴収額の差引後、
および
必要経費に関する控除の差引後の金額です。必要
経費は、
総所得の10%か、
または実費を所得額から
控除できます。
フランス居住者の所得には、
次のように累進課税方
式の税率が適用されます。

2013年税率表
2012年課税所得区分
（家族係数1単位分）
5,963ユーロ以下
5,963 ～ 11,896ユーロ：

2013年の
所得税率
0%
5.50%

11,896 ～ 26,420ユーロ：

14%

26,420 ～ 70,830ユーロ：

30%

70,830 ～ 150,000ユーロ：

41%

150,000ユーロ以上

45%

所得税は、
本人と配偶者の所得および扶養家族とし
て申告した子の人数も計算に入れ、
課税世帯の総所
得について算定されます。適用税率は世帯総所得を
単位数（大人1人につき1単位、
第1子・第2子は0.5単
位、
第3子以降は1単位）で割った家族係数に基づい
て算出し、
世帯規模に応じて異なります。所得が一定
であれば世帯構成員が多いほど家族係数の単位数
が多くなり、
所得税率が低くなります。
また、
育児費用、
学費、
家事労働サービス費用、
一部
の家財道具購入費用も所得控除や税額控除の対象
になります。
以下
外国源泉の所得が本国でも課税されているときは、 政府予算の調整のため2013年の申告分から、
の通り高額所得のための特例税が設けられました。
租税条約により二重課税が回避されます。フランスは
多くの国と租税条約を締結しています。

赴 任者に対する優 遇 措置
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・単身申告で250,000～500,000ユーロ、
夫婦合
算申告で500,000～1,000,000ユーロの課税
世帯所得の3%。
・課税世帯所得が単身申告で500,000ユーロ以
上、
夫婦合算申告で1,000,000ユーロを超える
場合は、
超過分に対し税率が4%に割増される。

2.2 在仏外国人従業員のための特別免税
この税制は、
フランス赴任に先立つ5年間、
フランス
の税制上の居住者でないことが条件で国籍は問いま
せん。在仏企業への駐在である必要があります（企業
がフランス企業ではなく外国企業のフランス支店で
もかまいません）。この税制の適用を受ける者は、
赴
任開始年の翌年の12月31日までに税務上の居住地
を定める必要があります（例：2013年中にフランスに
赴任した場合は、
2014年12月まで）。
この免税措置は、
駐在者が新たな職務に就いて1年
間が経過した時点を起点として、
5年間有効です。
この適用を受けるものは、
以下の税を免除されます。
・職務活動に直接関連して受け取る追加手当（外
国勤務手当）にかかる所得税
・当該企業の利益と利得のみを目的とした外国出
張等で受け取る手当にかかる所得税
免税総額は、
全報酬の50%、
または希望に応じて、
外国での職務によって発生した所得のうち課税対
象となる金額の20%（外国勤務手当を除く）を上限
とします。
同時に、
調査旅行手当、
本国での家具等の保管に
かかる費用、
フランス国内での住居探しに伴う代理
店費用、
フランス滞在の最初と最後に発生する引っ
越し費用および旅費、
税務上で扶養対象となる子
供の学費など、
移動に伴う手当の多くが所得税の
課税対象外となります。
さらに、
この新税制では、
外国源泉のいわゆる「受
動的」所得（利子・配当所得等の動産資本所得、
著
作権・工業所有権に係る収益、
有価証券・会社持分
の売却益）の50%を限度とする課税免除も定めら
れています。
また該当期間中は、
フランスに存在する財産のみが
富裕連帯税（impôt de solidarité sur la fortune－
ISF）の課税対象になります。この期間後、
外国人は
フランス国内外の貯蓄資産（免税対象を除く）につ
いてISFを支払わなければなりません。ISFの課税対
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象となるのは、
130万ユーロ以上の純資産のみです。
本国の社会保障機関に納付した社会保障費は、
フ
ランス赴任後も本国で引き続き社会保障費を納付
することを可能にする二カ国社会保障協定が締結
されている場合には、
フランスにおける課税所得か
ら控除されます。さらに、
出向者および外国企業が、
本国の補足養老年金制度に類する社会保険および
補足退職年金制度に類する社会保険に納付した社
会保障費についても、
フランスにおける課税所得から
控除することができます。

フランスで事業を営む

3.税務上の非居住者に対する課税
税務上の非居住者は、
フランス源泉所得にのみ課
税されます。フランス国内で行った仕事に対する報
酬は、
フランスへの納税義務が発生します。
たとえば給与所得は41,327ユーロを上回る分に対
して20%の源泉徴収が適用され、
フランスの雇用主
が、
この源泉徴収を行います。
しかし、
こうした非居住者の従業員はフランスの納税
申告書を税務当局（Centre des impôts des non
résidents―フランス非居住者税務センター）に提出
する必要があり、
源泉徴収額と本来の課税額に差額
があれば納付します。
二重課税を防ぐため、
フランスで源泉徴収がなされ
ると、
一般に（税務上の居住国とフランスとが結ん
だ租税協定の内容に従い）、
その居住国で同額の
税控除が受けられます。
さらに、
ほとんどの租税条約に短期出張に関する条
項が定められています。 給与所得については、
ある
国においての就労による給与は、
当該国での滞在
日数が183日以内であって、
かつ、
当該報酬が当該
国の居住者ではない雇用者からか、
またはこの雇用
者に代わって支払われる場合には、
当該国において
課税されません。

フランスに赴任した外国人従業員の所得税の計算例
駐在員個人所得税の計算例： 米国に
本拠地を置く企業に雇用されている高
度技能をもつ従業員が、2013年1月1
日付で、
フランス法人に異動することに

>外国出張などに伴う手当は33,000ユーロ

として控除されます
（当該納税者がこの
控除を選択した場合に限ります）
。

2013年度分の所得税から控除されるの
は次のとおりです。

なりました。税務上、
この従業員は、
これ

控除額の合計：80,000ユーロ：50,000
+ 30,000.

に先立つ2008年1月1日以降の5年間、 >移籍従業員の課税所得
（140,000ユーロ）
フランスの居住者ではありませんでした。

が「標準手取り給与」
（150,000ユーロ） 50%の合計上限を選択すれば、上限が

当該従業員は、仕事で、定期的に海外

よりも低いため、差額の
（10,000ユーロ） 100,000ユーロ
（200,000×50%）
となり、

に出張します。

は課税対象となり、
「 赴任手当」60,000
ユーロのうち50,000ユーロが控除対象と

>2013年度の手取り年収は200,000ユー
ロ、
うち60,000ユーロが「赴任手当」
>フランスにおける
「標準給料
（社会保
険/税抜き）
」
は150,000ユーロ

上記より多い83,000ユーロ
（50,000+
33,000）
の控除が受けられます。

なります。
>外国で実施した業務に関する支払い分
については、
30000ユーロ
［
（200,000
– 60,000 + 10,000）
×20%］
を限度

赴 任者に対する優 遇 措置
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経済的移住：企業幹部の海外派遣（EU、EEA、
スイス以外からの入国）

地位・役職

ビザ・滞在許可

滞在可能
期間

適用基準

申請方法

・当該企業の経営者
長期ビザまたは
または持ち株30%以上
短期ビザ
「例外的な
永続滞在許可：
・1000万ユーロを超える
経済貢献」
に +
10年間、
出資予定先の県庁
該当する経営 居住許可証
額を出資する または
更新可能
幹部
「例外的な
・50人以上の雇用を創
経済貢献」
出または維持する

長期ビザ
＋
滞在許可証
フランスに
「コンペタンス・ 3年間、
居住する経営
更新可能
エ・タロン
幹部
（compétences
et talents）」

フランスに居住
する経営幹部
（「コンペタンス・
エ・タロン
（能力・才能）
に該当しない
場合）

長期ビザ
＋
滞在許可証
1年間、
「商人
更新可能
（commerçant）」

シェンゲンビザ
〔短期ビザ
「出張（Voyage
6ヶ月間中
フランスに居住
d’
affaire）」〕
しない経営幹部
90日まで
希望者は
往来ビザも
取得可能

労働許可取得の
義務

無

同行家族

可
配偶者には
10年の滞在許可
を発給

・企業を設立し経営する
こと。 条件あり
（グルー
プ 内 配 転が 可 能なこ
と、2人以上を雇用する
こと、30万ユーロ以上
初申請：居住国の領事館
の出資）
更新：居住地の県庁
・すでに企 業 経 営 者に
任命され、
報酬を得てい
ること
・支店あるいは駐在員事
務所の代表であること

無：申請者は企業
経営者であり、
フランス労働法に
定める
「従業員」
に
該当しない

可
滞在許可証
「私的・家族生活」
を発行（期間3年
間、更新可能 ）。
配 偶 者は自由に
就労可能

・企業を設立し経営する
こと。
もしくは自営業者
であること
・企業経営者に指名され 初申請：居住国の領事館
ていること
（SARLの取 更新：居住地の県庁
締役、
SASの代表など）
・支店あるいは駐在員事
務所の代表であること

無：申請者は企業
経営者であり、
フランス労働法に
定める
「従業員」
に
該当しない

可
滞在許可証
「ビジター」
を
発行配偶者の
就労にあたっては
労働許可の取得
が必要

・会社の法的代表で
あること

無：申請者は企業
経営者であり、
フランス労働法に 不可
定める
「従業員」
に
該当しない

居住国の領事館

EU：欧州連合。27加盟国。
EEA: 欧州経済領。EUにアイスランド、
リヒテンシュタイン、
ノルウェーを加えた30ヶ国
地方労働当局
（Unités territoriales、前DDTEFP）
OFIIフランス移民局
（Office français de l'immigration et de l'intégration）
。パリ、
オー＝ド＝セーヌ、
イヴリーヌ、
ローヌ、
オート＝ガロンヌ、
イゼール、
ノール、
ピュイ＝ド＝ドームの8県に
設置され、
滞在許可証「派遣従業員」、
「EUブルーカード」、
「コンペタンス・エ・タロン
（能力・才能）
」申請者の「ワンストップショップ」
として機能します。
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経済的移住：高度な技能を持つ従業員の海外派遣
（EU、EEA、
スイス以外からの入国）
地位・役職

同一企業
グループ内
配転による
従業員

ビザ・滞在許可

長期ビザ
+
滞在許可証
「派遣従業員
(salarié en
mission)」

滞在可能
期間

3年間、
更新可能

長期ビザ
高度技能を持 +
滞在許可証
3年間、
つ従業員
（欧州圏内
「派遣従業員
更新可能
での配転）
(carte bleue
européenne)」

短期ビザ
3ヶ月以内の
出向による
+
外国人従業員 一時滞在許可

最長90日間

適用基準

申請方法

労働許可取得の
義務

同行家族

・同一企業グループ内で
の在籍出向・転籍出向
であること
・月給が法定最低賃金
（SMIC）
の1.5倍であ
ること
・3ヶ月以上有効な労働
契約を結んでいること

フランス国内勤務予定地
の地方労働当局
（Unité
territoriale）
に申請。地方
労働当局が労働許可証を
発行し
（OFIIを通じて）
領事
館に送付。
または
各県のOFII「ワンストップ
ショップ」
雇用者はすべて
の申請書類をフランス移
民局
（OFII）
に提出。OFII
が労働当局、企業、領事
館の橋渡しを行う
領事館は同時に申請され
る長期滞在ビザを発行

有
雇用主は申請書
を地方労働当局
に 送 付 。当 局 は
申請内容を10日
以内に検討

可
6ヶ月未満の滞在の
場合は
「ビジター」
許可証
6ヶ月以上の滞在
の場合は滞在許
可証「家族・私的
生活」

・3年以上の高等教育
による学位または5年
以上の職務経験があ 各県のOFII「ワンストッ
プショップ」
または
ること
・過去1年以上雇用契 フランス国 内 勤 務 予
有
約が継続していること 定地の地方労働当局
・基準給与額の1.5倍 （Unité territoriale）
に
（ 2 0 1 3 年 現 在で額 申請。
面月額が4,396ユー
ロ）
1.5倍以上の給与。
・出向に先立ち、すでに
親会社となる当該企業
で勤務していること。
地方労働当局
・該外国企業を代表して、
（Unité territoriale）
が
ある任当該外国企業を
労働許可証を発行
代表して、
ある任務のた
めの出向であること。
ま
領事館が短期ビザを発行
たは、
フランスに拠点を
置く企業に役務を提供
すること。

・出向に先立ち、すでに
親会社となる当該企業 地方労働当局
長期ビザ
で勤務していること。 （Unité territoriale）
赴任期間に
・該外国企業を代表して、 が労働許可証を発行し、
他企業グループ +
より3ヶ月
ある任当該外国企業を OFIIを通じて領事館に
から3ヶ月以上 滞在許可証
～12ヶ月。
の出向を受け 「臨時労働者
代表して、
ある任務のた 送付
一部条件の
た従業員
(travailleur
めの出向であること。ま
もと更新可能
temporaire)」
たは、
フランスに拠点を 領事館は
置く企業に役務を提供 長期滞在ビザを発行
すること。

可
滞在許可証
「私的・家族生活」
「EUブルーカード」
保持者と同じ期間
の滞在許可

有
雇用主は申請書
を地方労働当局
に送付

不可

不可
有
雇用主は申請書 「ビジター」
ビザの
を地方労働当局
対象となる場合が
に送付
ある

EU：欧州連合。27加盟国。
EEA: 欧州経済領。EUにアイスランド、
リヒテンシュタイン、
ノルウェーを加えた30ヶ国
地方労働当局
（Unités territoriales、前DDTEFP）
OFIIフランス移民局
（Office français de l'immigration et de l'intégration）
。パリ、
オー＝ド＝セーヌ、
イヴリーヌ、
ローヌ、
オート＝ガロンヌ、
イゼール、
ノール、
ピュイ＝ド＝ドームの8県に
設置され、
滞在許可証「派遣従業員」、
「EUブルーカード」、
「コンペタンス・エ・タロン
（能力・才能）
」申請者の「ワンストップショップ」
として機能します。
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フランス国内の世帯の税負担
（2013年）
：
見かけよりも軽い負担
専門家のアドバイス

>

Christina Melady, Tax Partner
Taj, a member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2013年フランス政府予算法は膨大な議論と
改定の末に、
2012年末に議決されました。こ
れにより、
フランスの世帯は近隣のドイツおよ
び英国の国民よりも重い税務を背負うことに
なったのでしょうか？
この質問に答える前に、
明確にすべきことがい
くつかあります。フランス国内で発生した所得
には、
さまざまな控除が適用されます。
• 所得税： 従来型の累積課税率が世帯に適用
されます。
• 社会保障負担金： CSG、CRDS、
またそれ
自体は社会保障負担ではない社会源泉税
（prélèvement social）など、
さまざまな負
担金からなります。
上記に加え、
社会保障負担金は、
厳密に言うと
商業的な収益のみ、
つまり給与と自営業所得の
みを対象とするものです。通常の社会保障負
担金の割合は比較的高いままで、
従業員は給
与総額の約23%および雇用者所得の約50%
です。しかし、
多くの場合これらの負担金には
上限が設けられており、
この条件を超える所得
については、
従業員は約9%、
雇用者は約26%ま
で減額されます。
また、
「CHR（高額所得負担）」と呼ばれる新た
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な税制も導入され、
最高所得層（単身納税者は
25万ユーロ、
結婚または市民パートナーシップ
を結んだカップルは50万ユーロ）に対し3%ま
たは4%が課されます。投資所得に対する社会
保障負担金も引き上げられ、
13.5%から2%増
の15.5%になりました。
一般に考えられているのとは異なり、
2012年
12月に導入された税制によって、
フランスに住
む世帯にかかる全体的な税負担が大幅に増加
したわけではありません。最高限界税率は41%
から45%に引き上げられましたが、
CHRおよび
社会保障負担には変更がありません。
大幅な変更が加えられたのは、
投資所得に課せ
られる税金です。いくつかの非課税収入（生命
保険など）をのぞいて、
優遇的な一律課税から
累進課税率に変更されました。
年間給与所得が総額3万ユーロ、20万ユー
ロ、200万ユーロの各ケースを他国と比較し
た場合、
フランスの世帯はいずれの場合もドイ
ツ国民よりも大幅に負担が軽くなりますが、
英
国民よりはいくらか負担が重くなります（ただ
し200万ユーロの場合のみ、
フランスの世帯
のほうがドイツよりも純額で3%課税率が高く
なります）。
この総計推定値には、
すべてのタイプの個人所
得税、
富裕税、
および社会保障負担を考慮に入

専門家のアドバイス

れたものです。ただし、
フランスの社会保障負
担には、
補完退職プランなど、
他国では供給さ
れない保障も含まれます。
ドイツと英国では、
最
も高技能の従業員には国家年金に加えて補完
退職プランの負担金も課されます。
また、
今年か
ら英国を拠点とする雇用者は、
自社の従業員に
同じような補完的な保障を提供する義務が課せ
られました。このように、
フランス国民が享受す
るのと同等の保証を得るために支払われる負
担金を考慮に入れると、
税制の差は実質的に
は軽減され、
フランスに住む世帯は、
ドイツや
英国の国民と同等またはそれ以上の環境にあ
ることになります（上記、
総所得額200万ユー
ロの場合を除く）。
全体像をよりよく理解するためには、
各国で受
けることができる保障を考慮しなくてはなりま
せん。たとえば、
フランスに住む世帯は高品質な
補助教育制度が享受でき、
子供1人あたりの年
間教育費は0～4000ユーロ程度です。一方で、
私立学校への進学が多い英国では、
平均で子ど
も1人当たり年間1万1600ユーロが必要です。
さらに、
税務計画を慎重に立てることで、
所得税
の負担を軽減することができます。たとえば、
外
国からフランスに異動する従業員は、
非常に競
争率の高い外国人従業員（impatrié）のステー
タスにより優遇措置を受けることができます。こ

のステータスにより、
従業員は英国またはドイツ
の場合よりも、
手取りで少なくとも20%多い給
料を受け取ることができます。

www.taj.fr
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第 章
在仏企業の税務
フランスでは、
企業のフランス進出、
進出地域での発展、
国際展開を促進させるため、
多くの税優遇措置
がとられています。公平な税制に向けたフランス政府の取り組みは、
企業グループを対象とする政策にも
見て取ることができます。
フランスは通商関係にある大多数の国々（100ヶ国以上）
と二国間租税条約を
締結しています。したがって、
国際二重課税が防止され、
外国投資企業の利益確保につながっています。
フランスの税務当局は、
公的融資総局（Direction générale des finances publiques－DGFiP）内
にヘルプデスクを設け、
外国企業のための支援および情報提供を行っています。外国企業は投資計画に
ついて税務当局から税務関係の情報を得ることができるだけでなく、投資計画の事前審査（rescrits）
を受けることも可能です（safee@dgfip.finances.gouv.fr）。

1. 法人税は欧州標準
1.実現利益を基準に税額を算定
外国企業がフランス国内で営利事業を行う以上、
そ
の利益についてフランスの税金が課されます（属地
主義）。このルールは当該事業の運営形態に関わ
らず適用されます。
・子会社
・支店
・恒久施設
別個の法人格を有さない支店または恒久的施設
の場合には、
フランスにおける事業の収益は外国
企業としての決算から算出されます。
「恒久的施設
（établissement stable）」の概念は、
それぞれの
租税条約において、
OECDモデル租税条約第5条の
定義による「事業を行う一定の場所（installation
fixe d'affaires）」、
あるいは「従属代理人（agent
dépendant）」と定義されています。たとえば、
外国
企業がフランスの市場調査のために従業員の1人を
フランスに派遣する場合は、
フランスにおいて恒久
的施設と認定されるおそれはありません。しかし、
こ
の従業員がフランスにおいて本社の名義で契約を
締結すると、
恒久的施設がフランスにあるとみなさ
れ、
この企業はフランスにおける活動によって得ら
れた利益に対する税金を課されることになります。

「事前審査」の手続（rescrit）により、フランスに既
に進出している企業または進出を検討している企業
は、
税務当局に対して自社がフランスに恒久的施設
を保有しているとみなされる可能性があるかどうか
について意見照会することができます。 税務当局
からの回答は3ヶ月以内になされます。

2.課税利益の算定
法人税（impôt sur les sociétés－IS）の課税利益
は、
所得から損金を差し引いた金額です。
所得とは、
商品販売や役務提供など、
事業から生じ
るすべての収益です。
損金とは、
当該事業に関連する費用です。特に次の
ものがこれに該当します。
・有形・無形固定資産（営業権および土地を除く）
の減価償却費
・引当金
・不動産および設備の貸料
・給与・賃金
・社会保障負担金
・特定税および負担金
・商品仕入高
・水道光熱費
・広告宣伝費
・資金調達費、
等々
企業運営に必要な出費は、
合法かつ正当である限り
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において、
すべて経費として控除対象になります。た
だし、
ある種の出費については特別のルールが適用
されます。
・法人税の課税対象となる300万ユーロ未満の
純金融費用（同カテゴリー内における金融収益
と金融費用の差額）は、
全額控除の対象となりま
す。300万ユーロ以上の場合は、
2012年度および
2013年度（税年度）は85%まで、
2014年1月1日
以降は75%までが上限となります。このほか、
同一
グループ間で行われる企業間金融取引には、
最大
債務を抱える子会社への過少資金提供を原因とす
る、
子会社間における利子最大化または最適化に
伴うリスクを鑑みて、
別のルールが適用されます。
・特許、
特許が受けられる発明、
ライセンスまたは
サブライセンスが供与された製法について支払
われたロイヤリティーは、
損金算入が可能です。
これは、
ライセンスが実際に使用されており、支
払い済みロイヤリティーの額が過度なものでない
限り有効です。
・「贅沢」に該当する損金や、
個人の乗用車の減価
償却費および損金算入可能なリース料には状況
に応じて上限が設けられています（18,300ユー
ロ、
高公害車の場合には9,900ユーロ）。上限はす
べて税込（VAT（付加価値税）含む）です。
・原則として、
同一グループ内の会社に支払ったす
べての費用は、
金額が市場適正価格であり、
実際に
費用対象が発生している場合に限り、
損金算入可
能です。国際グループ内で発生する請求について
は、
移転価格に関する国際法の対象となります。

3.有利な減価償却規則
固定資産は、
その見積耐用年数に応じて定額法で
償却します。ただし、
新品で取得した減価償却期間
3年以上の生産設備については、
当該資産の通常
の有効耐用年数に応じて、
定額法による減価償却
率に1.25～2.25の加速償却係数を乗じることがで
きます（定率法）。
科学研究および技術研究用の機械設備および道具
は、
割増係数による減価償却が認められています。
これらに適用される加速償却係数は1.5～2.5です。
2014年1月1日までに、
ZRR（地方再活性化区域）、
または都市再活性化区域（ZRU）で事業を行うこと
を目的とした事業用建物を建設した中小企業、
また

は別の企業を雇いこれを建設させた中小企業は、
完
工後に総工費の25%に相当する金額の一括償却が
可能です。建設費の残存価額は通常の耐用年数の期
間中にわたり減価償却されます（一括償却に初年度
分を加算します）

4.認められる評価損引当金
評価損引当金（provisions pour dépréciation）
は、
正当な理由があり、
かつ明確に表示された勘定
科目、
棚卸資産、
有価証券、
有形・無形固定資産を対
象とするものでなければなりません。危険、
工事、
価
格高騰、
年次有給休暇などに対する引当金が認め
られています。

5.法人税率
法人税（impôt sur les sociétés－IS）は次の通
りです。
・大企業の場合：標準税率は33.33%。 課税利益
が2,289,000ユーロを超える企業には、
1.1%の
社会保障税が適用されます。 よって実効税率は
34.43%です。
・中小企業（SME）の場合：38,120ユーロまでの
利益について軽減税率15%。この金額を超える
分については標準税率33.33%。社会保障税 の
適用は免除されます。
・知的所有権収益（ロイヤリティー、
2年以上保有し
ていた特許の委譲によるキャピタルゲイン ）には
軽減税率15%。特許、
特許が受けられる発明、
製
法、
さらに特許および特許が受けられる発明に対
する改良が対象になります。
・フランス企業がフランス企業または外国企業への
資本参加により受取る配当は5％課税となります。
この軽減税率は、
資本参加が5％以上で2年以上
保有している場合に適用されます。
・2年以上保有していた関連会社株式からの株式譲
渡益（キャピタルゲイン）は、
諸経費割当額12%を
除き、
100%非課税。ただし、
税法上非協力的な国
に拠点を置く関連会社の場合には適用対象外とな
ります。
また、
不動産資産の半分以上を保有する企
業も、
適用対象外となります。
・売上高2億5000万ユーロ以上の企業は、
特別貢
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き、
またグループ間の取引を排除することができま
す。グループ内の一企業に適用されている税額控
除（研究開発税額控除など）は法人税の直接の対
象となる連結親会社に譲渡することができるため、
グループが全体として支払う法人税から控除する
ことができます。
連結納税制度は、
フランスの親会社が連結グルー
プの在仏子会社各社の株式の95%以上を直接的
または間接的に保有している場合に適用されます。
6.翌年度以降への欠損の繰り越し
親会社と子会社各社の会計年度は一致していなけ
（または繰り戻し）
ればなりません。これは、
オプションとしての任意の
制度であり、
期間5年で行うことができます。上記の
ある年に発生した欠損は、
期間の制限なく翌年度 資本保有要件が満たされなくなると、
当該子会社は
以降に繰り越すことができます。
また、
制限がありま グループ連結納税制度から自動的に脱退したもの
すが、
前年の利益に欠損の繰り戻しをすることも可 とみなされます。
能です。
中小企業（SME）は、
欧州連合加盟国（または行政
上の共助に関する条項[徴収共助条項]を含む租税
条約をフランスと締結している国）に拠点を置き、
法
7.企業グループ：
人税に相当する租税の適用を受けている自社の支
柔軟な連結納税制度を持つフランスの税制 店または子会社であり、自社が95%以上を直接保有
している支店または子会社の欠損金を、
所得から控
企業グループ（親会社が子会社株式の5%以上を保 除することができます。この控除はEUの「デミニミ
有）は、
フランスの税法下において優遇措置を受ける ス」ルールによる上限の適用を受けます（連続3年
ことができます（セクション1.5参照）。
また連結納税 間に対し200,000ユーロ）。
制度により、
グループ内の企業は一括申告を行うこ またフランスで法人税の適用を受けていない欧州
ノルウェー、
またはアイ
ともできます。これにより、
企業グループはフランス 企業（所在地はEU加盟国、
における事業の損益を連結グループ内部で相殺で スランド）を通じて保有されている在仏子会社も、
献税として法人税額の5%（すべての税額控除適
用前の金額が対象）を支払わなくてはなりません。
特別貢献税は、
2011年12月31日から2015年12
月30日に終了する税年度に発生した法人税に適
用されます。企業によって、
会計年が暦年と同じ
である場合、
特別貢献税は2011～2014年に発
生した利益にのみ適用されます。

欠損の無期限繰り越し制度
年間欠損のうち100万ユーロ以下の金

2013年に発生した欠損の全額を相殺し

2014年度に相殺できる欠損は125万ユー

額
（これに加え、翌年度の利益とこの金

て、
2014年度の 課税利益を60万ユーロ

ロ[1,000,000 +（50%ｘ500,000）
]とな

額の差額のうち50%）
は、繰り越しが可

とすることができます。

ります。
この場合、課税利益は、25万ユー

能です。

ロ
（1,500,000-1,250,000）
となります。
例2：

2013年に発生した欠損の一部[75万ユー

例1：

ある企業で、2013年に終わる税年度に

ロ
（2,000,000 - 1,250,000）
]は、2014

ある企業で、2013年に終わる税年度に

200万ユーロの欠損が発生した場合。

年の利益には相殺できませんが、翌年度

90万ユーロの欠損が発生した場合。

同じ企業が、2014年度に150万ユーロ

以降に繰り越すことができます。

同じ企業が、2014年度に150万ユーロ

の利益を挙げたとします。

の利益を挙げたとします。
1 標準税率3.3%をもとに算出した
（ 3.3% x 33.33 = 1.1%）
上で、
763,000ユーロの控除を行う。
2 株式の75%以上が自然人またはこれを同じ条件を満たしている法人によって直接間接に保有されており、
売上7,630,000ユーロ未満である、
株式資本を完全に払い込み済みの中小企業が対象。
3 同じグループに属している企業間の譲渡については、軽減税率は適用されません。
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今後は、
フランス親会社の連結グループの一員と認
定されます。
2012年1月1日より、
企業グループ内の各企業は、
付
加価値税（VAT）の連結納税の申請を選択すること
が可能になりました。この場合、
グループ企業を代表
して、
連結会社のみが付加価値税（VAT）の残高を
支払うことになります。残高は、
グループ企業が申請
した未納額から還付額を差し引いて算出します。親
会社は関連会社の資本または議決権の50%以上
を直接的または間接的に保有していることが条件
となります。この場合、
付加価値税（VAT）の連結納
税が可能な範囲は理論上、
法人税制における連結納
税が可能な範囲と一致しないことになります。この方
法は、
2013年1月1日から利用可能になっています。

2. 本国への利益送金の形態
利益の本国送金には次の3つの形態があります。
・支店からの送金または子会社配当
・外国親会社からの借入金に対する利息
・ロイヤリティーまたはマネージメントフィー

1.利息、ロイヤリティー、マネージメントフィー
の請求は税務上支障なし

金額については、
正当であり、
互いに支配・従属関係
にない企業間であり、
なおかつ通常の経営管理にお
いて適用されている利率・料率に見合うものでなけ
ればなりません。フランスの関係当局によって、
適用
されている価格が正当な競争価格であるという証
拠を要求されることがあります。

2.源泉徴収税の減免
2.1 EU（ヨーロッパ連合）居住者に
支払われた配当

配当については、
受取る親会社がEU域内に存在し
ていること、
かつフランスに置く関連会社に10%以
上の資本参加を行っている場合は、
源泉徴収税を
免除されます。

欠損の繰り戻し
「キャリーバック」制度
キャリーバック制度とは、
ある年度の損失

現金化することができます。
（ダイイ法）
。

あるため、繰り戻しできるのは損失のうち

得と相殺する制度です。相殺金額は前

例：

年度利益額で、100万ユーロを限度とし

法人税対象となる企業が2013年に150

ロ
（3,000,000 - 1,000,000）
は繰り越し
できます。

ます。
これにより、国庫に対して、納付済

万ユーロの所得を挙げたとします。同企

が生じた場合、
これを前年度度の課税所

100万ユーロのみとなり、
残額200万ユー

みの税金に相当する債権が生じます。
こ

業が2014年、
損失300万ユーロを計上

の債権は、
その後5年間の法人税の支

した場合。

払に当てられ、使われなかった場合には
還付されます。
この債権は、金融機関で

相殺する損失は100万ユーロが限度で

在仏企業の税 務
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2012年1月1日2現在、
EU加盟国、
アイスランド、
ノ
ルウェーの居住者である自然人が受け取る配当の
源泉徴収税率は21%です。

2.2 EU域外居住者に支払われた配当
フランスと主要産業国との間で締結された租税条約
の大半は、
配当に対して源泉徴収税の適用を定めて
います。税率は法人が5%（最低資本参加率が要求
される）、
個人が15%です。フランスが（日本および
米国と）締結した新たな租税条約では、
配当支払に
対して（持株に関する一定条件を満たした場合）源
泉徴収税を適用しないよう定めています。
租税条約が締結されていない場合には、
源泉徴収
税率は30%です。

2.3 フランスで設立された企業による
配当金にかかる追加法人税

2.4 株式・ロイヤリティーの収入について
外国企業に支払う利子およびロイヤリティーについ
ては、
各租税条約に0%から15%までの範囲の源泉
徴収税率が定められています。

2.5「タックスヘイブン」に対しては
より高い税率

2013年1月1日より、
フランス企業がタックスヘイブ
ンに拠点を置く金融機関に行う支払い（主に配当お
よび利子）は、
75%の源泉徴収税の対象となります。
なおタックスヘイブンとは、
正式には「非協力的な国
や地域（NCST）」4 と呼ばれるものです。この規則
は受益者の租税法上の実際の住所がどの国に置か
れているかとは関係なく適用されます。
4

NCSTに該当する国の一覧は2010年2月12日省令で発行さ
れ、2012年4月4日省令で修正されました。該当国はボツワナ、
ブ
ルネイ、
グアテマラ、
マーシャル諸島、
モントセラト島、
ナウル、
ニウ
エ、
フィリピンです。

2012年8月17日以降、
フランス企業の配当金に
は、
3%の追加税がかかります。ただし、
中小企業（
欧州連合の定義による）または法人税の対象外の
組織によって支払われた配当金、
または株式配当、
連結グループ内で支払われる配当金（セクション1.7
参照）はすべて対象外となります。
外国企業のフランス支店は、
本国への送金に対して
3%追加税の対象となります。

持ち株会社制

66

フランスで設立された持ち株会社で、
フラ （5% x 33.3%）
となり、
企業にとって非常
ンスまたは外国に籍を置く子会社の株式 に有利です。

されているルールに従って課税されます。

の5%以上を2年以上にわたって保有して

さらに、
2年以上保有した子会社の株式譲

こともできます。

いる場合は、
受取る配当額の5％が課税

渡の場合、
課税対象となるのは譲渡益の

対象となります。
（1.5参照）
。

12%です
（制限については1.5を参照）
。

この制度により、
配当金への税率は1.67%

持ち株会社が支払う配当金は、
2.2に記載

持ち株会社は連結納税制度を利用する

フランスで事業を営む

3. 付加価値税（VAT）および関税

付を後の段階に持ち越すことを目的としています。
事業者は、EU加盟国間の大部分の商品の流通
についてあらゆる行政上の手続が免除されてい
1.付加価値税：
ます。統計目的の物品取引申告書（déclaration
課税事業者には損も得もない税金
d'échanges de biens－DEB）のみ提出します。
年間46万ユーロを超える商品を他のEU加盟国か
付加価値税は、
物品・サービスの消費にかかる税金 ら輸入する事業者、
および他のEU加盟国に輸出す
で、
最終消費者が負担します。
る事業者は、
物品取引申告書を毎月作成しなければ
企業が設立されると、
フランス税務当局からEUの付 なりません。この申告書には、
製品の内容、
出荷国・仕
加価値税（VAT）番号が交付されます。
向国、
商品の価額、
重量などを記載します。
企業は売上に対する付加価値税の徴収義務を負っ 電子通関システムにより、
手続きと商品の受け渡し
ているに過ぎず、
受け取った分から自らが物品・サー が迅速化されています。物品取引申告書は所管の
ビスの仕入に支払った分を差し引きます。企業は、 税関の地域間データ入力センター（Centre inter前年の付加価値税額と売上高により、
月次・年次・四
régional de saisie des données：CISD）への電
半期の申告を行います。企業の規模によっては、
フ 子提出を選択するか、
またはオンラインで申告を行う
ランス税務当局の定める期日までにこの金額を法人 ことができます。前暦年中に行われた輸出入が税抜
税事務所（Service des impôts des entreprises き230万ユーロを超える場合は、
DEBは電子申告に
– SIE）
または大規模事業税事務所（Direction des よって提出しなければなりません。
通関は所轄の税関で行われます。
grandes entreprises－DGE）に通知します。
付加価値税の徴収額よりも納付額のほうが上回っ EU加盟国に拠点を置く企業にサービスを提供する
た場合、
申請すれば付加価値税の還付を受けるこ 企業は、
他のEU加盟国ですでに付加価値税を納付
とができます。
済みの場合、
フランス税関にEU付加価値税還付願
欧州連合域外への物品の輸出には付加価値税が を提出しなければなりません。また売上が32,600
ユーロを超えた場合はオンラインで申請しなけれ
かかりません。
物品・サービスの売上に対する標準税率は19.6%で ばなりません。
すが、
特定品目の軽減税率があります。レストラン、
ホテル、
公共交通機関、
新聞雑誌、
一部のレジャー
EU域外への通関手続：
活動は税率が7%となっています。食品、
一部の農産
EU加盟国と域外の第三国との間の商品の流通に
品は5.5%、
医薬品は5.5%または2.1%のいずれか は、
（輸出時または輸入時に）統一書式（document
です。2013年1月1日現在、
インターネットでダウン administratif unique－DAU）による税関申告が必
ロードする電子書籍を含めたすべての書籍の税率
要です。DAUの主な記載事項は、
事業者の名称、
商
は5.5%です。
品の仕向地に応じて決められている申告区分、
商品
の内容、
原産地、
税別価額などです。
送り状、
必要に応じて特恵関税制度の申請審査お
2.関税はEU域内で均一
よび輸出時の一部商品（農産物など）の検査措置
の実施に必要な書類を添付します。DAUのデータ
物品はEU域内を自由に流通します：
を元に、
関税その他の公租公課の支払いおよび商
関税はEU域外からの輸入時に一回課されるだけで、 品の物理的統計的な検査がなされます。
その物品が域内国間を移動してもさらなる課税はあ
りません。他のEU加盟国へ再輸出する目的でフラン
スに輸入する物品については、
輸入時に関税も付加
価値税も納める必要がありません（付加価値税は最
終消費国で支払われます）。
EU域内関税制度または保税制度で輸入する予定の
物品に関する取引については、
付加価値税の延納手
続の措置があります。この措置は、
付加価値税の納

在仏企業の税 務
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4. 企業負担の地方税

時点で会社が占有していたCFE課税対象（事業目的
で使用する土地および建物）の固定資産の賃貸価格
（valeur locative）をもとに算出されます。
1.国土経済拠出金（CET）
産業用の土地登録賃貸価値は、
土地、
建物、
設備の
費用の8%です。産業用賃貸価値は、
CFE算定時に
国土経済拠出金（contribution économique
30%を控除されます。貸店舗および貸事務所の賃
territoriale－CET）は、
企業不動産負担金（coti貸価値は、
税務当局が決定します。
sation foncière des entreprises－CFE）と、
企
太陽光発電設備（ソーラーパネル）も同様に、
CFE
業付加価値負担金（cotisation sur la valeur
の免除対象となります。
ajoutée des entreprises－CVAE）の2税金から 企業は、
設立年の12月31日時点で保有するすべての
施設、
機器、
土地の賃貸価格について、
設立翌年に支
なります。
この改正により
「生産的」に分類される投資は課税
払う税金から50%の控除を受けることができます。
対象外になりました。
「生産的」投資とは、
機械、
器具、 2014年1月1日付で、
CFEに関する税務通知はすべ
動産（équipements et biens mobiliers、
EBM）、 てデジタル化されます。
設備が含まれます。
CETは当該企業の付加価値（valeur ajoutée：VA）
1.2 企業付加価値負担金（CVAE）
の3%を上限とします。
同時に、
特定の公益企業（タービン、
水力タービン、
太陽光・水力による発電施設、
発電所、
ラジオ局、
鉄
CVAE（企業付加価値負担金）は、
前暦年（1月1日
道、
銅線による通信網のメインフレーム）のみを対
～12月31日）に実現した付加価値（VA）、
または会
象に一律税（imposition forfaitaire de réseau
計年度が暦年と一致しない場合は直近会計年度の
：IFER）が導入されました。IFERはCETに追加課
付加価値の、
いずれかに基づいて計算されます。
税され、
セクターごとに決められた計算式によって CVAEは、
売上（税抜き）が年間50万ユーロを上回
課税額が決められます。
る企業のみに適用されます。
CVAEの税率は、
売上（税抜き）5,000万ユーロを
超える企業の場合、
売上高に1.5%を乗じた額とな
1.1 企業不動産負担金（CFE）
ります。この売上を下回る場合は、
CVAEに減税が
適用されます（減税率は売上高によって異なります）。
CFEは、
当該地域に拠点を置く企業のCFE税率を定
CVAEは、
VAに基づいて算出されます。 企業売上
めた自治体によって、
毎年1回評価されます。
760万ユーロを境に、
売上の80%または85%を上
課税基礎額は、
課税年度の前年度（N-2）の年度末
限とします。

通関手続を簡素化する措置
行政・税務手続を簡素化し、
フランスに拠
点を置く企業の競争力を高めるため、次
の措置が導入されました。
>オペレーターが通関手続きをそのまま
行えるよう、
商品回収手続きを簡略化。
>ペーパーレス化へのインセンティブに
より、通関システム、電子支払い、
自動
調整の完全導入。通関手続きの簡略

68

化・迅速化、
さらにはセキュリティを強化
しました。
>輸入管理システム
（Import Control

ンストップショップ」
を開設、窓口を一
本化。
>輸入品については、
輸入日の翌月25日

System－ICS）
および輸出管理システ

に毎月1回まとめて付加価値税を納入

ム
（Export Control System－ECS）

すればよくなりました。

を開発。 物流や貿易データの転送を
通じ、商品の輸出入時のセキュリティ
を向上。
>他国の政府当局との連携をはかる
「ワ

>繰り延べ支払いの供与が廃止された後
は、
輸出品の付加価値税は、
債権保証
付信用払。

フランスで事業を営む

1.3 CETの免税
以下は地方自治体が承認した場合、
CETを免税さ
れます。
・国の援助に関するEUの上限に従い、
特定の地域
圏で事業を営む企業、
および経営困難な状態に
ある企業を継承するために設立された企業（2年
～5年）
・
「 新 興 革 新 企 業（ j e u n e s
entreprises
innovantes、
JEI）」は、
設立後7年間は免除。
ま
た3年間は最大20万ユーロ免除

・特定地域に拠点を置く、
新規設立または拡張し
た工業会社、
または科学技術研究のみに従事す
る企業（2～5年。またEUによる上限および承認
が必要）。最小限の恒久的雇用創出しかせず、
最
低の投資レベルにしか達していない場合、
承認は
不要です。
・産業クラスターに拠点を置く企業（最長5年間免除
また、
設立1年目の企業に対してはCET の一律免
税が、
また設立2年目にはCFEの税金減額（50%）
が適用されます。

CETの算出方法：例
企業が
「N」年に以下の設備投資を行った場合
土地建物
（不動産税の課税対象となる固定資産）

30,000,000ユーロ

生産機器・道具
（不動産税の課税対象外となる固定資産）

70,000,000ユーロ

推定年間付加価値
（上限適用後）

50,000,000ユーロ

税率は27.26%と仮定。
CFEの算定：
N+1年

N+2年

土地建物
（不動産税の課税対象となる固定資産）

固定資産の賃貸価値は不動産税の課税

30,000,000ユーロ

30,000,000ユーロ

賃貸価値はこれらの不動産の8%
（3000万×8%）

2,400,000ユーロ

2,400,000ユーロ

−30%

−30%

1,680,000ユーロ

1,680,000ユーロ

産業投資の賃貸価値に30%の減税措置
減税措置後の賃貸価値

N年

CET適用外

2年目
（N＋1）
は50%の減額

−50%

減額後の賃貸価値

840,000ユーロ

1,680,000ユーロ

1年目
（N年）
はCETは課されません。2年目はCFEの課税対象が50%に減額されます。生産機器・道具は完全免税の対象となります。

企業のCFE

N年

課税対象

N+1年

N+2年

840,000ユーロ

1,680,000ユーロ

税率

27.26%

27.26%

CFE

228,984ユーロ

457,968ユーロ

CVAEの算定：
CVAE：5000万ユーロ×1.5%＝75万ユーロ
（売上が5000万ユーロを超える見込みのため免税は適用されません）
CETの算出方法：

N年

N+1年

N+2年

CFE

228,984ユーロ

457,968ユーロ

CVAE

750,000ユーロ

750,000ユーロ

CET

978,984ユーロ

1,207,968ユーロ

在仏企業の税 務
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2.不動産税

このため、
各年（N年）の1月1日以降に設立された
会社は、
1年目は不動産税の課税対象になりません。

企業は、
土地の賃貸価値に基づく不動産税（taxe
foncière sur le non bâti）と建物の賃貸価値に基
づく不動産税（taxe foncière sur le bâti）の納税
義務があります。前者は更地の賃貸価値、
後者は建
設された土地に対する不動産税です。建物や設備が
ある土地は、
建設された土地に含まれます。課税ベー
スは、
土地台帳上の賃貸価値（または土地台帳上の
賃貸収入）から建物の場合で50%、
土地については
20%の一括控除を差し引いた額です。
土地登録賃貸価値の評価と、
CFE（上記参照）の決
定は同じ手法で行われます。
不動産税の税額は、
この課税ベースに地方自治体
（県、
市町村）が定めた税率を乗じて算定します。
不動産税（taxe foncière－TF）は、
各年の1月1日
に該当する建物または土地の所有者が支払います。

不動産税にはさまざまな免税条件があります：

>新築の職業用、産業用または商業用施設は、建築

作業完了から2年間は建設された土地にかかる不
動産税を一部免除されます。
>工業施設における道具およびその他の機器、およ
び業務に使用する資材（不動産施設を除く）は不
動産税の適用対象外です。
>太陽光発電（ソーラーパネル）を意図した施設は
CFEを免除されます（詳説）。
>特定の地域において新規設立や事業拡大を行う場
合、
または経営困難状態にある企業の買収を行う場
合は、
地方自治体が承認した場合、
不動産税の一時
免除措置（2年から5年）を受けることができます。

不動産税の算出方法：例
ある製造業企業が2013年度に下記の投資を実施し完了しました。
土地

100,000ユーロ

建物

600,000ユーロ

生産機器

1,500,000ユーロ

土地と建物の賃貸価値のみを使用して計算:
土地: 100,000 x 8%

8,000ユーロ

建物: 600,000 x 8%

48,000ユーロ

合計賃貸価値

56,000ユーロ

定率控除 50%

−50%

控除後の純賃貸価格

28,000ユーロ

地方自治体が定めた税率
市町村

15.00%

県

12.41%

合計

27.41%

その後3年間の不動産税
課税対象

税率

2013

市町村に支払う金額

28,000ユーロ

15.00%

-

県に支払う金額

28,000ユーロ

12.41%

-

合計

-

2014

2015

4,200ユーロ 4,200ユーロ 4,200ユーロ
免除

3,475ユーロ

4 200ユーロ 4,200ユーロ 7,675ユーロ

2013年は起業1年目であるため不動産税を免除されます
（1月1日より後に設立された場合）
。
また、
建築作業完了から2年間は県départementへの不動産税の支払いが免除されます
（2013年に建築が完了した場合）
。
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>新興革新企業（JEI）の税務区分が適用される企業

控除の対象になるか否かを判断するため、
税務当局
による事前審査を受けることができます。税務当局
は事前審査3ヶ月以内に返答します。2013年1月1
日時点で、
研究開発税の届出を行う6ヶ月以上前で
あれば、
事業開始後でも控除申請を提出すること
が可能になりました。
2013年1月1日以降に発生した研究開発支出につ
いては、
年間1億ユーロを上限として、
年間の研究
開発総支出の30%が控除されます。上限額を超え
た金額については、
5%が適用されます。

5.投資奨励のための税制上の
優遇措置

対象となる研究開発支出は次のとおりです。

の所有する建物は、
地方自治体が承認した場合は
7年間、
不動産税を免除されます。地方自治体は、
産
業クラスターに位置する企業についても不動産税
を免除する場合があります。
>個人に対しては、2009年1月1日に完成している
新築家屋のうち現在発効中の法律に定められた
ものを上回るエネルギー効率を全体として達成し
ている場合、
不動産税を（5年以上）免除されます。

1.税額控除
1.1 フランスの研究開発税額控除は
世界有数の好条件

・研究に直接かつ専任で配属される研究者および
技術者の人件費（税込給与総額および社会保障
負担費）。さらに、
その50%が経常経費として加
えられる。
・若手の博士課程最終年度の院生および博士号
取得者の新規採用後2年間の給与総額の4倍額。
その後の給与は研究人件費として計上される。
・研究業務に直接使用される設備および機器の減
価償却費。加えて、
その75%が経常経費として加
えられる。
・技術動向モニタリング費用（年間6万ユーロを上限）
・規格化費用の50%
・研究開発業務の実施のために取得した特許権の
減価償却累計額
・特許保険（assurance-brevet）契約に関連する
保険料・分担金（年間6万ユーロまで）
・特許および植物新品種保護権 （certificats
d’
obtention végétale－COVs ）の取得・維持・
保護に要する費用
・公的な研究機関、
修士課程を擁する高等教育機
関、
技術センター、
研究の分野における認定を受
けた公益法人・財団法人、
学術協力財団、
科学協
力に係る公施設法人への委託研究に関する支出。
これらの支出はその金額の倍額で計上されます。
・認定を受けた民間研究機関または資格を有する
専門家への委託研究に関する支出。これらの支
出は研究開発税額控除の対象となるその他研究
総額の3倍を上限とします。

工業、
商業、
農業等に従事する企業で研究開発に投
資した企業は、
その支出額に基づき税額控除を受け
られ、
法人税から控除することができます。赤字決算
のため納付すべき法人税がない場合には、
研究開発
税額控除（crédit d'impôt recherche－CIR）は3年
後に現金で還付されます。中小企業（欧州連合の定
義による）、
新興革新企業（JEI）、
新設企業、
および経
営困難に陥った企業は、
税額控除の即時還付を受け
られます（N年の翌年）。
2013年より、
イノベーション支援のためのフラン
ス政府機関であるOSEOとフランス公共投資銀行
（Banque Publique d’
Investissement－BPI）
は、
研究開発税額控除を受けたことがある設立3年
以上の中小企業に対し、
研究開発のための出費が
発生した年（「N年の翌年」ではなく
「N年」）に控除
を受けられる制度を整えました。これにより中小企
業と新設企業は、
研究開発税額控除を申請し還付
を待つのではなく、
出費が発生したその年にキャッ
シュフローを向上させることができるようになりまし
た。これ以外の会社も、
3年後を待たずに金融機関で
研究開発控除の現金還付を受けることができます。 発注企業と請負企業の間に支配・従属関係がある
請負料の上限は1,000万ユーロです。一方、
研究開発税額控除の対象となる研究開発支出は、 場合、
互いに支配・従属関係が存在しない（グループ企業
基礎研究、
応用研究（商品、
オペレーション、
手法の
同士）の場合、
請負料の上限は200万ユーロです。
テストモデル）、
または実験開発（プロトタイプまたは
公共部門の提携先に委託を行った場合、
上限
試験装置の使用）に関するものでなければなりませ また、
は1,000万ユーロから1,200万ユーロに引き上げ
ん。希望する企業は、
研究開発事業が研究開発税額
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られます（研究機関、
大学、
公的サービス基金など）。
研究開発税額控除の申請に関するコンサルティング
料のうち1万5,000ユーロ（税抜）を上回る分、
または
研究開発税額控除基礎額から研究開発への政府援
助を差し引いた額の5%のいずれかが、
研究開発税額
控除基礎額から控除されます。これらの支出は控除
額に比例して計算されたとき、
研究開発税額控除基
礎額から全額控除されます。
2013年1月1日より、
試作品の設計、
新製品または
施策機器のためのイノベーション費用が発生した
中小企業は、
20%の特別研究税控除を受けられる
ようになりました。
対象となるイノベーション費用の上限は年間40万
ユーロです。つまり各企業は、
国の援助に関するEU
の取り決めが定めるイノベーション事業の範囲内
で、
最大で年間8万ユーロの控除が受けられることに
なります。2014年1月1日以降、
研究開発税額控除は
イノベーション費用にも適用されるようになります。

1.3 子供のいる従業員の仕事と家庭の両立
を図る扶養家族税額控除

企業は自社従業員が負担した満3歳未満の子の育
児費用の50%、
または対個人サービス（ベビーシッ
ター、
家事サービスなど）のための普遍的サービス利
用小切手（chèques emplois universels ）発行の
25%に相当する税額控除を受けることができます。
この税額控除の上限は1企業当たり年間50万ユー
ロで、
支出が生じた年度について企業が納めるべき
法人税から控除されます。税額控除額が当該年度の
納税額を超える場合には、
超過分が還付されます。

1.4 創作活動を促進する映画・

オーディオビジュアル税額控除

法人税を課される映画・オーディオビジュアル製作
会社は、
（映画またはオーディオビジュアルの）製作
費について税額控除を受けることができます。承認
1.2 企業の競争力と雇用を改善するための 済みの長編映画の制作プロジェクトをフランスで行
税額控除
う場合、
税額控除が適用されます。
映画・オーディオビジュアル作品の税額控除は会計
2013年に、
競争力と雇用のための税額控除（crédit
年度ごとに算定され、
フランスで発生した対象とな
d'impôt pour la compétitivité et l'emploi –
る技術的支出額の20%相当の税額控除を受けられ
CICE）が新設されました。法定最低賃金（SMIC） ます。控除対象には、
技術者の給料および社会保障
の2.5倍以下の給与を得る従業員に、
2013年の1
費、
人件費、
技術的資材の購入費、
映画セットの賃貸
年間で支払った給与総額の4%が控除額となりま 料、
映画編集費用などが含まれます。フランス国内で
す。2014年以降は、
この割合が6%になります。
発生した移動、
ケータリング、
宿泊の費用も対象とな
CICEには上限がなく、
給与が支払われた年に課され ります（上限あり）。作品は主にフランス語で制作され
る法人税額から控除されます。控除未済額は、
翌年
る必要があります。
以降の3年間で繰越控除され、
さらにその後の未済
映画の税額控除は、
制作される映画の種類を問わ
額は還付されます。中小企業、
新興革新企業（JEI）、 ず、
400万ユーロを上限とします。
または経営不振に陥っている会社などは、
即時控除
オーディオビジュアル作品（ドキュメンタリー、
フィク
を受けられる場合もあります。
ション、
アニメーション）の税額控除は、
制作し配給さ
CICEは、
純支払額のうち法定最低賃金（SMIC）の
れた1分間の内容につき1,250ユーロまたは1,300
2.5倍以下の給与（2013年1月1日現在で年間給与
ユーロ（制作の種類による）を上限とします。
総額が42,906.50ユーロ、
週35時間労働で計算）を
映画・オーディオビジュアル税額控除は、
支出が生じ
得る従業員への給与のみが対象です。これよりも高
た年度について企業が納めるべき法人所得税から控
額な給与は、
控除の対象になりません。
除されます。税額控除額が当該年度の納税額を超え
給与が支払われた年内に算出され、
「N+1」年に控
る場合には、
超過分が還付されます。
除額が相殺される前に算出されたCICEの控除額
は、
金融機関に譲渡することができます。
また中小企
1.5 ビデオゲーム税額控除
業は、
イノベーション支援機関のOSEOより、
民間銀
行でこのような事前融資を受けるための一部保証を
法人税を課されるビデオゲーム開発会社は、
一定の
受けることができます。あるいは、
OSEOから直接、
事
前融資を受けることも可能です。
条件を満たし、
フランス国立映画センター（CNC）の
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認可を受けたビデオゲームの開発費用に関する税額
控除を受けられます。この税額控除の対象となるビ
デオゲームは、
開発コスト15万ユーロ以上で、
同分
野でのフランスや欧州の文化的創造の推進、
多様化
および質的向上に資するものでなければなりません。
控除されるのは支出総額の20%で、
新しい資産の
減価償却費、
ゲーム制作に直接従事した正社員、
著
作権関連費用、
その他諸費用、
運営費、
外注費など
上限100万ユーロが対象です。1企業1事業年度あ
たり、
300万ユーロが上限になっています。

2.困難な状況にある地域における

国土経済拠出金（CET）の一時免除

特定の区域（AFR区域、
ZFU：都市企業区域、
BER：
優先雇用区域、
ZRD：軍事再編の影響を受ける区域
など）では、
地方自治体（市町村、
県、
地域圏、
地方公
共団体連合体）は、
新たに進出もしくは事業拡大する
企業、
または経営困難に陥った企業を買収する企業に
国土経済拠出金（CET）の全部または一部を免除す
ることが認められています。免除期間は最長5年間で
す。この新制度は、
2013年12月31日よりも前に設立
された企業に適用されます。

3.新設企業の法人税（IS）の一時免除
特定の区域（AFR区域、
ZFU：都市企業区域、
BER：
優先雇用区域、
ZRD：軍事再編の影響を受ける区域

3.1 特定の区域に2013年12月31日までに

設立する企業は、一定の条件のもとで、
法人税の時限的かつ逓減的な免除措置
を受けられる

この免除措置は最初の24ヶ月については100%で、
以後は3年目、
4年目、
5年目にそれぞれ当該年度の
利益の25%、
50%、
75%についてのみ課税されます。
この免除措置の対象は、
新規事業を営んでおり、
他
の企業から50%以上の出資を受けていない企業に
限定されます。
この免税措置の適用を受ける企業は、
地方自治体
が承認した場合は2～5年間、
CET（国土経済拠出
金）および/または不動産税の免除を受けることが
できます。
また、
経営困難に陥った企業を買収するために2013
年12月31日までに設立され法人税の課税対象となっ
ている企業は、
一定の条件のもとで、
買収後24ヶ月に

外国の映画作品に対する税額控除（TRIP）
投資先としてのフランスの魅力を高める

はフランスで支出した費用の20%、上限
控除の金額は、
（1企業あたりではなく）
1

animée：CNC）
、
による認可を受けなけ
ればならず、同センターが、当該作品内
容に、
フランスの文化、文化財、国土が

ため、映画・オーディオビジュアル税額控

は作品の総制作予算の80%です。税額

除はフランス国外の企業が製作する映
画・オーディオビジュアル作品にも拡張適

作品あたり1000万ユーロが上限です。

含まれていることを確認します。

用されました。
この新制度
（TRIPと呼ばれ
ます）
は、
2016年12月31日までに発生し

この税額控除の対象となるには、作品
がフランス国立映画センター
（Centre

た費用に適用されます。税額控除の金額

national du cinéma et de l’
image
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わたって法人税の免除を受けることができるほか、
地方自治体が承認した場合はCETおよび/または
不動産税の免除を2～5年間受けることができます。
また「防衛産業現代化計画（plan de modernisation
de la défense）」では2009年から2016年の7年間
にわたって全国83の施設および組織の閉鎖を定め
ています。この一環として軍事再編の影響を受ける
区域（ZRD）に拠点を置く企業を対象に、
7年間の
税金控除が計画されています。また、
2013年12月
亜31日前に優先雇用区域（bassins d'emplois à
redynamiser）」
（シャンパーニュ=アルデンヌ地域
圏およびミディ=ピレネー地域圏）に移転する企業
も法人税の免除を7年間、
受けることができます。

3.2「新興革新企業（JEI）」には
有利な課税条件

この措置は、研究開発支出の比率が経費全体の
15%以上に達する新興企業を援助することを目的
としています。
新興革新企業は、
以下が免除されます：

>事業開始後1年目は法人税が全額免除されます。
その後1年は部分控除（50%）を受けることができ
ます。
>2013年12月31日までに設立された新興革新企業
は、
地方自治体が承認した場合、
CET（国土経済拠
出金）および/または不動産税の免除を7年間、
受け
ることができます。
これによる減税額は3年間で最大20万ユーロを上
限とします。
>さらに、新興革新企業で研究開発業務に携わる従
業員の給与については、
社会保障費の雇用者負担
分が4年間は全額免除され、
以後の4年間は逓減的
に免除されます。2013年の場合、
この免除額は従
業員1人あたり給与月額総額6,435ユーロが上限
に定められているほか、
社会保障費の雇用者負担
分の免除総額は各社につき年間185.160ユーロが
上限に定められています。

この措置は、
自然人またはこれと同じ条件を満たす法
人が資本の過半数（50%超）を保有している中小企
業（従業員250名未満、
売上高5000万ユーロ未満、
または資産総額4300万ユーロ未満、
創設8年以内）
が対象になります。
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このような企業の株式を譲渡する場合には、
譲渡
者が株式を3年以上保有していれば、
キャピタルゲ
イン課税が免除されます。ただしこの場合、
株式取
得後、
譲渡者およびその配偶者またはパートナー、
その直系尊属または子孫の持つ直接的・間接的所
有権が利益および議決権の25%を超えていないこ
とが条件となります。
これらの 税 制 上 および 社 会 保 障 上 の 優 遇
措置は、
「 大 学 発 ベ ン チャー 企 業（ j e u n e s
entreprisesuniversitaires： JEU）」にも拡張適
用されています。大学発ベンチャー企業とは設立後
8年未満の中小企業であって、
学生、
取得後5年以
内の修士号もしくは博士号を保有する院生もしく
はポスドク、
または教育活動・研究活動に従事する者
が、
単独または共同で資本の10%以上を保有しかつ
研究開発費の15%を出資している企業を指します。

フランスで事業を営む

6.欧州統括本部への特別税制
統括本部（quartier général）や物流センター
（centre logistique）には特定の目的がありま
す。つまり、
統括本部の機能は経営、
管理、
調整、
統
制の職能に限られており、
物流センターの機能は包
装、
CEマーキング等のラベリング、
配送業務に限られ
ます。両者とも、
特化したサービスを提供するために
設置されるものです。
これらのサービスは、
その企業グループを代表する
業務を推進しなければなりません。
また、
その大部分
は、
国外の子会社に関連した業務でなければなりま
せん。税務当局との事前協定で定めた利益率に基
づく本制度により、
企業が適用する利益率が税務審
査で問題視されるリスクがなくなります。この場合の
法人税は、
統括本部、
物流センター、
または研究開発
センターの費用に税務当局と取り決めた特別なマー
ジンレート
（コストプラス）を乗じて算定した利益に
ついて、
通常の税率で算定します。一般に、
この利益
率は6～10%であり、
協定期間は3年から5年です。
最後に、
国外勤務のコストを相殺する税務規則によ
り、
統括本部ないしは物流センターは個人所得税の
全部または一部が免除になる特別手当を移籍出向
者に支給することができます。この規定の適用を受
けるには、
税務当局に申請書を提出しなければなり
ません。ただし、
在仏外国人従業員に関する新制度
と併せて利用することはできないため、
どちらかを
選択する必要があります。
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研究開発に寛大な環境
専門家のアドバイス

>

Thomas Perrin and Lucille Chabanel, Partner-Attorneys,
Taj, member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

フランスの政権交代後、
特に中小企業の研究
開発およびイノベーションプロジェクトに対す
る政府のサポートが強化されています。この取
り組みは、
フランスの寛大な研究開発税額控
除 (crédit d’
impôt recherche – CIR) 制度
と特定のイノベーション費用を歳出し、
「新興革
新企業」(jeunes entreprises innovantes –
JEIs) の課税控除を継続するための政策を見
ても明らかです。2008年以降ほとんど改訂さ
れていない研究開発税額控除は定着し、
企業
は監査に関してフランス当局の要請にもうまく
対応できるようになりました。この取り組みによ
って構築された安定した環境のおかげで、
企業
はより静かに中期的な研究開発事業を行うこ
とができます。
イノベーション費用も認められる
寛大な研究開発税額控除
フランスの研究開発税額控除は研究開発事業
(基礎研究、
応用研究および実験開発) を実施
する企業をサポートするための制度で、
対象支
出の30%の控除が認められています。研究開
発税額控除制度でフランス政府が負担する額
は50億ユーロを越えています。
2013年度から独立した中小企業の特定の開
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発活動が研究開発税額控除制度の対象とな
ります。控除が対象となるのは新製品の製造
に必要なプロトタイプの設計またはパイロット
プラントです。控除が認められるのは20%で、
年間８万ユーロが上限です。
研究開発税額控除の対象となる活動範囲を
拡大することで、
中小企業は大量生産や新た
な産業市場に資金を投入し、
進出することが
できます。
同じ税率が適用される「新興革新企業」
(過去８年以内に起業した企業で費用総額の
15%以上を研究開発に支出し、
かつ一定の留
保利益基準を満たす)「新興革新企業」と認め
られる独立した中小企業には減税および社会
保障費の減額が適用されます。また、所得税
(初年度は全額、
2年目は一部)、定額法人税
(imposition forfaitaire annuelle – IFA)
および研究開発に従事する従業員の社会保障
負担金の免除（企業の事業年数に基づいた順
応率で、
最高1人当たりの最低賃金の4.5倍、
1
年間の減税額が最高18万6,000ユーロ）が認
められる場合があります。
「新興革新企業」資格は研究開発税額控除と
併用可能なため、
中小企業は即時に税金の還

専門家のアドバイス

付を受けることができます。この現金投入は、
中
小企業による画期的なソリューションの開発促
進を助けることを目的としています。
標準化された研究開発税額控除制度の完全普及
2013年より、
企業は事前税務裁定を申請する
ことで、
研究開発税額控除が適用可能かフラン
スの税務局に相談できる制度を開始しました。
裁定申請期間は起業後6カ月以内です。
この制度により、
企業は思わぬ落とし穴を見極
め、
事業に関する詳細な説明をするチャンスが
与えられました。この事前税務裁定には、
最近
研究開発税額控除の対象となったイノベーシ
ョン費も2014年1月から適用となります。
また、
フランス政府は高等教育研究省 (MESR)
の職員に研究開発税額控除申請書の審査を指
示した命令を発しました。これまでMESRはサ
ポートと監査サービスを実施してきましたが、
こ
れからはより法的な職務を遂行する事になりま
した。つまり、
研究開発税額控除に関する監査
はより透明性を増し、
税務当局の意向が分かり
やすくなります。

研究開発税額控除の申請に関するアドバイス
研究開発税額控除の申請は、
まずMESRガイ
ドに明記されている証拠書類を準備することか
ら始まります。一般的な書類 (請求書、
契約書、
資格書など) 以外に、
重要指標および監査トレ
イルを設け、
堅実な研究開発税額控除評価手
順を構築することが重要になってきています。
最近手続き方法に変更があったばかりなので、
控除申請を提出する前に現行のプロジェクト
も適用可能か税務当局の意見を聞くことをお
すすめします。
控除申請を提出した時点で、
研究開発税額控
除の監査を申請することが可能です。

www.subventium.com
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法人税の税負担が相対的に高いフランス
専門家のアドバイス

>

Benoît Dambre, Partner-Attorney,
Taj, member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2010年度暗黙的税率対象外企業および
2011年度制定法令のシュミレーション

フランスで法人税 (CT) は OECD (経済協力
開発機構)加盟国の中でも名目税率の高さが際
立っています。
「通常」の法人税率は33.3%1で
すが、
「基礎」法人税額が76万3,000ユーロを
越える売上高2億5,000万ユーロ以上の大企
業には36.10%が課されます。
また、
平均名目
法人税率が23.5%のEU加盟国の中で最も高
い税率です。

40

しかし、
企業の法人税の税負担の高さを概算す
るには十分な根拠ではなく、
簡単に結論付けら
れない理由が多々あるのです。

10

30

1 売上高が763万ユーロを越える中小企業には収益のうち3万
8,120ユーロまで15%の軽減税率が適用される。
2 一般的に、
暗黙的税率は法人税からの税収額と純営業余剰など
の課税標準額の比率。

78

平均 = 26

20

0

まず、
フランスで国際的な比較に使用したり、
企業の課税率のより正確な決定に使用される
指標である非金融企業の利益における暗黙的
税率2に関しては、
2010年はヨーロッパ諸国の
平均税率である26% でした。

% 純営業余剰率

ミクロ

中小
企業

中規模
企業

大企業

製造

出典: 2010年度確定申告（DGFiP）
, DG Trésor calculations

サービス

専門家のアドバイス

名目税率と暗黙的税率の差異は、
主に算出方
法の違いが原因です。法人税は純営業余剰金
より範囲を狭めた課税標準に基づいて算出さ
れます (ローン利息の一部控除額、
財務収益
および資産売却益の控除額、
連結納税額、
繰
越損失額など)。
次に、
上のグラフでもわかるように、
事業部門
および企業の規模にかなりの不均衡が生じて
います。2012年にはローン利息 (最大300万
ユーロ) の控除額を引き上げて大企業と小規
模企業間の税率の差を軽減し、
(将来の利益最
大100万ユールに利潤分配率50% を足した額
を相殺する) 欠損金の認識が改善されました。
3つ目に、
この暗黙的税率は、
他の欧州諸国と
比較して優遇率が著しく高い研究税額控除
(crédit d’
impôt recherche – CIR) や競争
力強化と雇用のための税額控除 (CICE) の
ようなフランスの非常に魅力的な税制上の優
遇措置とは言えません。
最後に、
他のOECD加盟国に比べてフランス
のGDPの中で法人税が占める割合は比較的
低くなっています。
www.fidal.fr
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企業への公的支援
1. 設備投資支援および雇用創出支援

82

2. 職業訓練および雇用創出に関する公的支援

88

3. 研究開発・イノベーションに対する支援

90

4. 環境保護投資に対する支援

91
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第 章
企業への公的支援
フランスには投資企業のあらゆるニーズに対応するための様々な支援制度が整備されています。支
援の内容は、投資プロジェクトの目的（設備投資、研究開発、
イノベーション、職業訓練など）、進出先（
国土整備に関わる優先区域か否か）、
プロジェクト推進主体である企業の規模（大企業、中堅企業、中
小企業*）に応じて千差万別です。2013年にフランス公共投資銀行（Public Investment Bank）が
設立され、
さまざまな公的資金援助制度が一括化されました。
これらの制度は、従業員数が5000人未
満の企業を対象とし、
フランス国内での事業拡張と輸出拡大を支援します。*詳説「企業規模の定義」を参照

フランス政府による支援にはさまざまな形態があり
ます。

>補助金または無利子融資
>設備投資プロジェクトと研究開発のための補助金
>不動産費の減額
>免税
>社会保障負担金の免除
>税額控除
>一部費用の負担（新従業員の職業訓練など）
>政府信用保証
>株式投資

1. 設備投資支援および
雇用創出支援
企業の投資や雇用創出を奨励するための、
さまざま
な財政支援措置が用意されています。土地、
建物、
設備などへの投資支出に対する公的支援（3年間）
か、
給与推定額や社会保障費負担など、
投資の結
果生じる雇用創出の費用に対する公的支援（2年
間）を受けることができます。援助を受けた投資プロ
ジェクトは、
大企業の場合は5年間、
中小企業の場合
は3年間、
その地域から転出することはできません。
注：これらすべてのルールは、欧州連合による規制と併せて、
2013年12月31日までに提供される支援に適用されます。

支援は国または地域の自治体から提供されます。

対仏投資庁のサポート
対仏投資庁は、
フランスへの投資を検討

また対仏投資庁は、
外国企業とこれを支

している外国企業にとって最適な財政

援するフランスの政府機関
（省庁、地方

支援を的確に見極めるとともに、公的援

自治体、政府組織など）
との橋渡し役を

助申請書類の作成にも協力しています。 務めています。
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1.大企業のための投資支援・雇用創出支援
大企業の投資プロジェクトは、
特定の不況業種（製鉄、
合成繊維産業など）の場合を除き、
助成区域（AER
ゾーン）で支援を受けることができます。進出地域に
より、
申請できる公的支援が決まってきます。
大企業がAFR助成区域以外で投資プロジェクトを
行った場合、
これに対する公的支援は3年間で1企
業20万ドルの上限が設けられています（EU内の「
デミニミス」ルール）。中小企業への投資支援は地
域を問わず、
投資額の10～20%が支援されます（20
万ドルに満たない場合には「デミニミス」ルールが適
用されます）。

1.1 大企業への支援は、EU指定の助成区域
（AFR）によって決まる

欧州委員会により承認された助成区域（aides à
finalité régionale－AFR）区分（対象期間2007
年～2013年）にもとづき、
対象地域における企業
への支援額の上限は、
大企業の場合には投資総額
の10～15%、
中小企業の場合には20～35%の範
囲となっています。設備投資および雇用創出に対す
る支援の上限額は、
進出先や投資企業の規模によ
り決まります。

投資プロジェクトが5000万ユーロを超える場合に
は、
EU規則の定めるところにより公的支援の援助
額を引き下げなければなりません（大規模プロジェ
クトについては詳説参照）。

1.2 AFR助成区域で利用できる公的支援制度
AFR助成区域で認められている最大限の援助（大企
業の場合には投資総額の10～15%、
中小企業の場
合には最大35%）を受けるため、
複数の公的支援措
置を組み合わせることも可能です。これらの措置は、
助成金や払い戻し可能な保証金（国、
地方自治体）、
不動産投資援助、
さらには減免税または社会保障負
担費の免除の形をとります。これらの措置を開始する
にはそれぞれ条件があります。多くの場合はAFR助
成区域のみが適用対象ですが、
AFR助成区域以外で
も適用される場合もあります。ただしその場合、
大企
業は3年間で20万ユーロの上限があります（中小企
業の場合は前述の限度額が適用されます）。

>製造業・サービス業向け国土整備助成金

（Prime d'aménagement du territoire－PAT）
製造業・サービス業向け国土整備助成金（PAT
industrie et services）は、
雇用創出数に基づい
て決定される助成金です。金額は、
プロジェクトの

企業規模の定義（農業を除く）
1）EUの中小企業
（SME）の定義

定されるか、
あるいはその資格を失うには、 の施策の対象となることができます。
上記の売上高、
資産総額、
または従業員

>中企業とは、
従業員250人未満、
年間
売上高5000万ユーロ未満または資産

数の閾値を連続2年度にわたって超える

総額4300万ユーロ未満、
大企業の支
配下にない
（資本または議決権の25%

EUの公的支援に関する規制では大企業
2）中堅企業の定義

以上を保有されていない）
という要件を
すべて満たしている企業です。
>小企業とは、従業員50人未満、年間

3）EUの大企業の定義

必要があります。
を、
上記の中小企業の基準に含まれない
企業を指すとしています。
中堅企業
（ETI）
とは、
以下の条件を満た
す企業を指します：

売上高または資産総額が1000万ユー
ロ未満で、大企業の支配下にない企
業です。

>従業員数250人～5000人
>総額20億ユーロ以下のバランスシート
>売上15億ユーロ未満

従業員数、
売上高、
資産総額は、
当該企
業が資本の25%超を直接または間接的

公的支援に関するEU規制では中堅企

に所有しているすべての企業を含めて計

業
（ETI）
は大企業と同じ扱いを受ける一

算する必要があります。中小企業として認

方、各国の法律の定める中堅企業向け

詳しくは、以下をご参照下さい。
1 欧州委員会は、
2003年5月6日付の

提言で、
極小企業、
小企業、
中堅企
業の定義を定めています。
2 フランス政府による経済近代化法
（2008年8月4日発行）
の定義に
よる。

企業への公 的支 援
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特性（雇用創出数や投資総額）を考慮してケース
バイケースで決定されます。新規雇用者1人につき
15,000ユーロが上限で、
AFR助成区域のみが適
用対象です（PATに関しては「詳説」参照）。申請は
産業誘致支援省間委員会（CIALA: Commission
interministérielle des aides à la localisation
des activités）が審査します。

> 企業向け無利子融資： フランス全土における

投資プロジェクトへの融資を目的として、払い戻
し可能な保証金を利用した産業再生（aide à la
réindustrialisation ）事業開発融資制度が設け
られています。フランスでの事業開発・事業移転、
生
産の多様化・拡大、
または生産工程の改善のいずれ
かに何らかの形で貢献することが条件で、
企業また
は施設の買収に関連したもまたは施設の買収に関
連したものも対象となります。
融資対象となるのは、
建物、
設備、
機械類の税抜価
格、
内部・外部のエンジニアリング関連プロジェクト
費用です。建物関連の支出は、
融資対象となる投資
予算の25%を上回らないものとします。
融資は無利子の貸付金の形で行われます。プロジェ
クト達成から最大2年間は返済が繰り延べられ、
以
後5年間にわたり四半期ごとに返済します。ただし
別途申請しフランス産業相が例外として認めた場
合はこの限りではありません。申請の審査はCIALA
が行います。

>地方自治体による支援

地方自治体は、
助成区域の企業の投資プロジェク
トに対し、
さまざまな支援を行うことができます。こ
れには補助金や国土整備助成金（PAT）の補助支
給、
事業用不動産（土地・建物）に対する支援（販売
価格に対する値引、
不動産プロジェクトを賃貸契約
として資金援助）などが含まれ、
当該地域が定める
地域援助の上限（投資額の15～35%、
企業の規模
によって異なる）の範囲内で実施されます。賃貸に
関する支援措置は、
1企業あたり3年間で20万ユー
ロが上限です（「デミニミス」ルール）。地方自治体
は、
EUの公的支援資金を各自の管轄区域で使用す
る権限を有しています。

>税金および社会保障費の免除
>税金や社会保障負担費の免除は、企業がこの措置

の実施要件を満たしている限り何らかの機関の承
認を得ることなくして自動的に受けられるという利
点があります。税金の免除は、
地域経済税（CET）/
法人税、
さらには不動産税の免除の形をとります。
・CET/不動産税の免除は、原則として地方自治
体の議会の決議が要件になります。この決議で
免除期間（2～5年間）および免除額が定められ
ます。地方自治体の議会の決議を要しない場合
もあり、
その場合には自動的に免除期間は5年間

大規模プロジェクト
大規模プロジェクトとは、初期投資額が

支援については欧州委員会に報告する

公的支援を受けるにあたってはフラン

5000万ユーロを超える投資プロジェクト

義務があります。

ス当局が事前に欧州委員会の承認を

です。1企業あるいは、
経済的に不可分な
関係にある企業グループにより、
最長3年
間にわたって実施されるプロジェクトです。
>EU加盟国は、
投資額が5000万ユーロ
を超える設備投資プロジェクトに対する
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得る必要があります。
>EU加盟国は、個々の支援の金額が
「15%地域」において1125万ユー
ロ、
「 10%地域」において750万ユー
ロを超える場合には欧州委員会に報

AFR助成区域で行われる大規模投資
プロジェクトについては、認められる援助
額が次に示す金額に比例して、
プロジェ

告する義務があります。
これらの場合、 クトの規模により自動的に減額されます。

減額AFR助成区域の上限 通常AFR助成区域の上限
（Zones AFR réduites） （Zones AFR normales）

投資規模

援助額

5000万ユーロ未満

上限額の100%

10%

15%

5000万ユーロ～1億ユーロ

上限額の50%

5%

7.5%

1億ユーロ超

上限額の34%

3.4%

5.1%

フランスで事業を営む

2.AFR助成区域外における

になります。
・法人税の免除が可能なのは防衛再編区域や優先
雇用区域（BER地域）をはじめとする特定の区域
で、
免除の期間は7年間です。
また経営困難な状態
にある製造企業を承継する場合は、
2年間の免除
を受けることができます。
・社会保障費の免除は社会保障費の雇用者負担
分の軽減の形をとり、
これには対象となる投資プ
ロジェクトが経済再編の影響を特に受けている区
域に立地している必要があります。対象となるプ
ロジェクトがAFR指定区域と特定の支援優先地
域の両方にまたがっているときは、
社会保障費の
免除がEU指定区域の限度内で上記の措置に加
わります。そうでない場合には、
免除は1企業あた
り20万ユーロ、
期間3年間に限られます（「デミニ
ミス」ルール）。

国や地域圏は、
中小企業が、
高い技術が備わった設備
を購入する際に補助金を付与します。
この支援は地域
を問わず国内全域で利用できます（AFR助成区域内
で投資を実施する場合には援助率が割増されます）。

>公営企業による再開発援助

>中小企業または大企業向けの不動産支援（ZUS

地域の産業振興を推進するため、
複数の公共部門
の大手製造業企業グループにより、
産業転換支援
会社（société de conversion）が設立されていま
す（SOFIREM、
FINORPA、
SODIE、
SODIVなど）。
これらの会社は、
低利の中長期貸付金、
無担保・無保
証の融資、
一時的な少数株主持分の取得の形での出
資により、
新規投資企業を支援しています。

投資・雇用創出に対する支援

AFR助成区域外では、
中小企業向けの投資に対する
支援が可能な場合があります。中企業向けには投資
額の最大10%、
小企業向けには最大20%（またはそ
の投資がより有益なものであれば3年間で20万ユー
ロ）支援が受けられます。大企業がかかわるプロジェ
クトの場合、
援助額は1社あたり3年で最大20万ユー
ロの上限があります。

>中小企業の投資に対する支援

地区外またはZRR地域外のイル・ド・フランス地域
圏を除く）

>欧州地域開発基金（FEDER）は、地域ごとに取り決
めた運営計画が欧州委員会によって承認された場
合には、
資金を交付することができます。

企業向け無利子融資の適格要件
資格のある事業
拡張および新規の産業事業ま 産業事業または産業向けサービ
たは産業向けサービス
スの競争力強化のための投資
中小企業および
中堅企業
（ETI）
大企業

500万ユーロ以上の投資
1,000万ユーロ以上の投資
および36ヶ月以内に25件以上 および36ヶ月間にわたる25件
の雇用創出。
の雇用の維持
5,000万ユーロ以上の投資と
36ヶ月以内に100件の雇用
創出

融資限度
対象となる
投資費用の30%（1）
対象となる
投資費用の15%（1）

（1）状況に関わらず、融資額は以下の金額以内。
・1企業あたり1,000万ユーロ
・融資を受ける会社の純資産額
・創出された雇用1件あたり10万ユーロ ・欧州連合が定める国の援助に関する上限
（助成金合計）

企業への公 的支 援
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>中小企業および/または中堅企業（ETI）向けの貸

このような「民間」による支援は、
当該地域で大規模

付および信用保証（プロジェクトに応じる）
（2012 なレイオフを実施する企業が提供するため、
EUが定
年12月31日まで）
：例えば、
中小企業および（中堅
める公的支援の上限は適用されません。
企業が保有する）従業員数500人未満の企業は、
無担保低利子で地域再生融資（prêt pour la
revitalisation des territoires－PRT）を受ける
ことができます。PRTは、
県知事（Prefét）からの要
請を受けた特定地域において事業発展、
施設買収、
製法の大幅修正、
生産多様化、
運転資金増額などに
よる雇用の創出または維持を目的とした投資プログ
ラムを支援するものです（助成区域図を参照）。融
資額は10万ユーロから100万ユーロ、
期間は最長
10年で、
海外融資と組み合わせることが条件となり
ます（共同融資のルール）。

注：就業地域の一部は、地域再生契約の対象となります。大規模な
レイオフが行われた地域において、経済活動を活性化し雇用を
創出する企業に提供されます。
この契約のもとで供与される支
援にはさまざまな形態がありますが、中心となるのは補助金また
は低利子融資です。

国土整備・地方開発局（DATAR）が交付する製造業・
サービス業向け国土整備助成金（PAT）
企業は、新規設立、事業拡大、事業変
更、買収（事業譲渡）の計画に対して

1企業に交付される国土整備助成金の金

は、対象となる計画は、次のいずれか

額は、当該企業の自己資本と当該計画の

DATAR
（Délégation interministérielle

の基準を満たす必要があります。

à l’
aménagement du territoire et à

a）
25人以上の恒常的雇用の創出、
およ

l'attractivité régionale）
が提供する国

び当該拠点の従業員数の50%以上

土整備助成金
（Prime d'aménagement
ます。

の増加
b）
50人以上の恒常的雇用の創出
c）
1000万ユーロ以上の投資実績

適格要件：

3.買収
（事業譲渡）
の場合、次の3つの

du territoire－PAT）
を受けることができ

1.新規設立の場合には、対象となる計
画は、次のいずれかの基準を満たす
必要があります。
a）
対象となる投資額が500万ユーロ以
上の場合：25人以上の恒常的雇用の
創出
b）
対象となる投資額が500万ユーロ未
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2.既存事業の拡大または変更の場合に

要件を全て満たす必要があります。
a）
対象地域の雇用状況が極めて悪化し
ている場合
b）
買収計画が被買収企業の競争力の
継続的かつ構造的な再生につながり、
販路の多様化にも資する場合
c）
買収計画が80人以上の雇用の引継、

満の場合：50人以上の恒常的雇用の

および500万ユーロ以上の投資額
（資

創出

本買い戻しを除く）
を伴う

期間中に凍結される出資者の交互計算
との合計額を超えることはできません。

詳しくは、以下をご参照下さい。

製造業・サービス業向け国土整備助
成金
（PAT）
に関する2007年5月11
日政令第2007-809号
（対象となる
職業リストNAFコードに関する付表は
2010年3月3日アレテに記載）
。申請
書類はDATARのウェブサイトからダウ
ンロードできます。
これに計画趣意書
を添えて提出します。

フランスで事業を営む

助成区域図（AFR地図）
2009年5月7日付け2007-792デクレ変更2009年7月27日付デクレによる

詳しくは、以下をご参照下さい。
進出先が、
財政援助の対象地域であるかどうかを調べるには、
DATARのウェブサイトをご覧ください。
www.territoires.gouv.fr
（仏語のみ）
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2. 職業訓練および
雇用創出に関する公的支援
フランス政府は、
企業の雇用創出および従業員の
職業訓練を促進するためのさまざまな財政支援策
を推進しています。

1.雇用創出に対する支援
1.1 雇用に係る公的支援
企業は、
その規模を問わず、
投資との関連性がなく
ても、
雇用創出に関する公的支援を受けることがで
きます。
この分野における主な支援の形態は次のとおりです。

>社会保障負担の免除または減額。都市再活性化

地域（ZRU）、地方再活性化地域（ZRR）、都市
企業地域（ZFU）、
軍事再編の影響を受ける地域
（ZRD）、
および2007年1月1日以降の優先雇用
区域（BER）。
>支援対象雇用契約。 特定従業員を対象とするも
のにも適用されます。また契約によっては、
社会
保障負担の免除および/または助成金の資格があ
る場合があります〔professionnalisation契約や
統合化契約、
地域再生契約など〕。

1.2 雇用奨励措置
・助成金や社会保障費負担金の一部減額の形態
には、
雇用される労働者の区分（によって決まる
ものがあります。これらは、
前述の投資に対する支
援とは別に、
自動的に適用されます。この制度は、
低賃金労働者に対し、
雇用主の社会保障負担費を
軽減するというものです。企業は、
法定最低賃金
（SMIC）の160%までの時給について社会保障
費雇用者負担分の免除を受けることができます。
この措置により、
社会保障費の雇用者負担分の
料率が法定最低賃金（SMIC）レベルの場合には
約21%が軽減されます。
・競争力と雇用のための税額控除（CICE）が2013
年に導入されました。法定最低賃金（SMIC）の2.5
倍以下の給与を得る従業員に支払う年間給与総
額の4%が控除額となり、
2014年以降からはこの
割合が6%となります。

2.職業訓練に対する支援
従業員の技能の向上を図ることは、
重要な優先課題
です。企業の職業訓練計画の実施を財政面で支援
するさまざまな措置があります。
指導員の人件費、
指導員および職業訓練参加者の
交通費、
その他の経常費、
職業訓練で使用される設
備の減価償却費、
広報業務に関するコンサルティン
グ費、
職業訓練を受ける従業員の人件費など、
職業

職業訓練助成率

88

大企業

中小企業

特別職業訓練：
従業員の職務に直接関係する教育を含み、
他企業、
他職種には応用できない技能の
取得を目的とする職業訓練。
訓練の対象となる従業員に障害がある場合は、10%割増される。

25%

35%

一般職業訓練：
従業員の現在あるいは将来の職務への適用に限らず、
他企業、
他職種に幅広く応用
できる技能を開発し、雇用適性を実質的に高めるための訓練。
訓練の対象となる従業員に
障害がある場合は、10%割増される。

50%

70%
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訓練プロジェクトで発生するコストの一部を賄うこ
とができます。
援助率は、
職業訓練の種類、
企業の規模、
所在する
地域により異なります。
職業訓練に対する最大の支援を得るために、
企業
は、
その規模を問わず、
以下の支援措置を利用する
ことができます。

>地方自治体の援助
>国家雇用基金（Fonds national pour l'emploi－FNE）

は、
財政困難に陥った企業が訓練を早急に受けなけ
ればならない従業員を抱える場合を対象としていま
す。所轄の雇用当局（unité territoriale）ではさま
ざまなプログラムを支援しています。
・時間数50時間から1200時間の理論・実務面に関
するトレーニングプログラム
・120時間以上の休業時間を伴う職場適応訓練
>地域圏を介して提供される欧州基金
欧州社会基金（FSE）および欧州地域開発基金
（FEDER）により、
職業訓練の運営費ならびに職
業訓練中の従業員の報酬および付随費用の一部

を補填するための援助を受けることが可能。政府
はこの訓練費用の最大50%を援助します。
>中小企業経営者の職業訓練支出に関する税額控除
個人事業者、
有限会社の業務執行者（gérant）、
株
式会社の代表取締役社長（PDG）、
社長（DG）、
お
よび取締役が対象になります。この税額控除は年
間40 時間が上限になります。個人事業者の場合
には個人所得税、
法人の場合には法人税から控除
されます。
>EDEC職業訓練契約
所属している産業別職能団体または異業種間の
職能団体を利用して、
企業の職業訓練支出全体
の25～80%の技術援助・財政援助を受けること
もできます。
>企業は、採用予定の人に雇用局（Pôle Emploi）で
訓練を受講させることができます。
また採用予定者
の訓練が完了したら、
雇用者は一定の条件のもと、
採用前訓練制度（action de formation préalable
à l'embauche－AFPE）やPOE（programme
opérationnel d'embauche）に基づき以下の訓
練助成金を受け取ることができます：

研究開発助成措置
大企業従業員
250人以上

中堅企業

中小企業従業員
50人以下

100%

100%

100%

50%

60%

70%

65%

75%

80%

実験開発

25%

35%

45%

実験開発の場合は、
中小企業1社
以上もしくは研究機関との国境を越
える企業間協力

40%

50%

60%

基礎研究
産業応用研究
産業応用研究の場合は、
中小企業
1社以上も
し
く
は研究機関との国境
研究開発
または研究成
プロジェクト を越える企業間協力、
果の普及
・
移転が要件。
支援

産業応用研究事業の事前調査
技術的な
実現可能性
調査の支援 実験開発事業の事前調査

65%

75%

40%

50%
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・社内トレーニングに対しては、
従業員1人につき最
大で1時間5ユーロ・総額2000ユーロまで
・社外トレーニングに対しては、
従業員1人につき最
大で1時間8ユーロ・総額3200ユーロまで

が拡張され、
中小企業がイノベーション実行する際の
支出も対象となりました（上限40万ユーロ）。さらに、
「新興革新企業（JEI）」に認定された企業は、
フラ
ンス国内での開発事業促進のための特別優遇を受
けることができます（減税、
社会保障負担の免除、
株
AFPE、
POEの支給には雇用局の地方支局の承認が
式譲渡に伴うキャピタルゲインの非課税）
必要です。
また、
当該企業が属する職業訓練共同回
このような税務上の好条件に加え、
フランス政府は
収機構（organisme paritaire collecteur agréé－ EUの枠組み内で複数の公的資金制度を設立しま
OPCA）からも訓練費用の一部または全部の支給を した。さまざまな省庁（経済産業省など）や、
公共投
受けることができます。
資銀行、
国立研究機構（Agence nationale de la
1企業に交付する援助の総額が200万ユーロを超え
recherche）、
OSEOなどをはじめとする公的機関
また、
地方自治体も、
こ
る場合には、
欧州委員会への通知が必要になります。 がこれに取り組んでいます。
れを補う形で研究開発・イノベーションに関する支
援を行っています。

3. 研究開発・イノベーションに
対する支援

1.研究開発プロジェクトに対する

フランスは研究開発事業を実施し、
イノベーション
能力を高めようとする企業にとって、
非常に魅力的
な環境を提供します。
民間分野のイノベーションおよび研究開発への支援
は、
主にフランス政府の研究税額控除を通して提供さ
れます。フランス国内で行われた研究開発事業の年
間研究費の30%が控除額です。2013年よりこの制度

これらの研究開発支援により、
人件費、
研究開発用
設備の調達費、
委託研究、
技術ノウハウの取得、
特
許権取得、
および一般管理費の一部を賄うことが
できます。
援助率は、
企業が推進しているプロジェクトの枠内に
おける当該研究開発の段階、
つまり、
基礎研究か、
応

支援は国内全域で利用可能

産業クラスターにおける研究開発・イノベーションに対する支援
産業クラスターは、同じ地域に進出して
いる企業と政府・民間施設の連携の場

産業クラスター
（pôle de compétitivité） 産業クラスター内でR&D支援の対象と
に参加し、
承認された研究開発プロジェクト

なるエリアに所在する企業は、地方自治

となっています。集積して立地することで、 を推進する企業は、
研究開発・イノベーショ

体が同意する場合に限り、地域経済税

情報や技術の共有スピードが加速するた

ンに対する支援を受けることができます。 （CET）
および不動産税が5年間にわ

めイノベーションの源泉となり、
ひいては

助成金は研究開発を支援する公共団体

たって免除されます
（1社につき3年あた

革新的なプロジェクトの発生を促します。 より、
所定のボーナスを付けて交付され、 り20万ユーロが上限）
。
また関係者がクラスター内に集中するこ

実験開発プロジェクトの場合の援助率は

とで国際的な認知度も高まり、
フランス

割増になります
（研究開発プロジェクトの

の投資先としての魅力を高めています。

場合の25～40%割増）
。

研究開発に関する支援契約（Contrats Aidés）
国 立 技 術 研 究 協 会（ A s s o c i a t i o n
Nationale de la Recherche
Technique）
が管理している研究人
材養成産業契約制度（Conventions
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Industrielles de Formation par la

きます。年間定額14,000ユーロの補助

Recherche－CIFRE）
により、若い博士

金が交付されます。

号準備者
（プレドク）
は企業での研究活
動をベースに博士号を取得することがで
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用研究か、
実験開発かで決まります。産学官連携の共
同研究開発プロジェクトを推進している大企業に対
する公的支援は、
実験開発R&Dプロジェクトの場合
には総事業費の40%に達することもあります。

2.研究開発プロジェクトに対する
現行の公的支援措置

援助率は、
研究開発の種類により異なります。

行、
ADEMEなど）がこの基金の運営に携わってい
ます。支援はプロジェクトの公募を通して、
卓越し
たプログラムを対象に補助金、
払戻し可能な保証
金、
株式または準株式投資などの形態で供与され
ます。応募可能な公募については、
下記ウェブサ
イトをご参照ください。
http://investissement-avenir.gouvernement.fr/

4. 環境保護投資に対する支援

>研究開発・イノベーションに関する国土整備助成

フランスの当局は、
環境保護のための投資を行う企業に
金（PAT）は、
研究開発プロジェクトによって直接・ 対し、助成金を提供しています。これらの環境保護投資
間接的に創出された雇用1人あたり15,000ユー
に対する助成額は、
大企業の支出の最大50%、
中小企業
ロ（共同プロジェクトの場合には雇用1人あたり の支出の最大60%を賄うことができます。助成額は原則
25,000ユーロ）が付与されます。この助成金は、
20 として、環境保護によって発生する追加投資額に応じて
人以上の恒常的雇用を創出する研究開発プロジェ 算出されます。導入予定の方法に応じて、
追加投資に関
クト、
あるいは、
750万ユーロ以上の投資実現が可
連する収益または事業費を基礎額から差し引きます。
能となる研究開発プロジェクトを対象としています。 支援の対象となる投資は、汚染、騒音、悪臭その他の
>経済・財務・産業省の補助金（企業競争力強化基 公害を削減し環境を保護するための土地、建物、設備
金）、
高付加価値国際プロジェクトに関する戦略的
および機器への投資です。営業許可証や技術移転（特
研究開発支援
許技術であるか否かにかかわらず）に係る投資支出も
>OSEOによる中小企業・中堅企業向け助成金、貸付 考慮の対象となります。
援助額は環境保護投資の内容で決まります。
金、
払い戻し可能な保証金または研究開発スタッフ
の採用に関わる費用助成といった支援
> 国立研究機構（Agence Nationale de la >中小企業はEU環境基準値を満たす額の投資を実施
Recherche－ANR）による支援 基礎研究および
する場合には、3年間で10%または15%の資金提供
応用研究の推進、
官民連携を促進し、
公的研究の
を受けることができます。
成果の産業界への普及を支援。同機構は公募型
>企業は、廃棄物、大気汚染、騒音防止、エネルギー効
プロポーザル方式を採用しています。
率、再生可能エネルギー、汚染土壌、輸送などさまざ
>地方自治体による支援 助成金、無利子の貸付金、 まな分野での意思決定の支援を受けることもできま
債券の平均利率以下の貸付金、
利率ゼロから債券
す（前診断、診断、
プロジェクト調査など）。
の平均利率までの範囲の利子補給など、
さまざまな
>すべての企業は、EU基準値を超える投資額について、
形で提供されます。
事業規模に応じて35%から55%の援助を受けること
> 研究開発計画の技術的実現可能性調査など
ができます。
に関する環 境・エネルギー 管 理 庁（ A g e n c e
>より高率の支援を受けられる投資として、省エネルギ
de l'Environnement et de la Maîtrise de
ー投資、熱電供給に関する投資、
および再生可能エ
l'Energie－ADEME）の研究開発支援
ネルギーに関する投資があります。
>サービス産業におけるプロセスや組織に対するイ >最後に、自治体全体に供給できるほどの再生可能エ
ノベーションのための支援は、
地方自治体および
ネルギーに関する投資についても、投資総額の50%
DATARから受けることができます。最大援助率
までの援助を受けることができます。
は関連する出費に対し大企業15%（中小企業と
の協働による場合のみ）、
中堅企業25%、
小企業
環境・エネルギー管理庁（Agence de l’
environnement
35%となっています。
et de la maîtrise de l’
energie－ADEME）、水道局
>フランス政府は、研究開発の支援を主な目的として （Agence de l'Eau）、省エネルギーおよび再生可能
「国家投資プログラム」
（総額3500万ユーロ）を実
エネルギーの投資基金（FOGIMEおよびFIDEME）を
施しており、
ここから資金援助を受けることが可能
はじめ、
さまざまな公的機関より、環境保護投資への援
です。さまざまな組織（OSEO、
フランス公共投資銀
助を利用することができます。

企業への公 的支 援
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対仏投資庁のネットワーク
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インターナショナル・サービス・グループ
（ISG: International Services Groups）:
国際間の最適な関係
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フランスで事業を営む

用語集
外国企業がフランスで事業をする際に必要となりうる用語を記載しています。英語、
日本語表記については、
基本的に法律や社会のシステムが同一ではないため、相当する日本語を対訳として併記しています。
詳しくは、対仏投資庁までお問い合わせ下さい。

A

Activité professionnelle commerciale, artisanale,
industrielle g Commercial, entrepreneurial or
industrial activity g 商工業、
手工業活動
Activité professionnelle salariée g Salaried
empoyment g（報酬を受ける）
就労
Aides à finalité régionale g Regional aid g 地域
振興支援

g 地方自治体、市町村
Contrat à durée indéterminée (CDI)
g Permanent contract g 無期雇用契約
Contrat à durée déterminée (CDD)
g Fixed-term contract g 有期雇用契約
Conseil d’administration g Board of directors

Autorisation provisoire de travail g Temporary
work permit g 一時労働許可証

g 取締役会

B

g 監査役会

g 商事賃貸借

g Local economic contribution (replaced the local
business tax in 2010) g 地域経済拠出金
（CET）

Bail commercial g Commercial lease
Bail professionnel g Professional lease

g 個人事業主賃貸借
Bureau de liaison g Liaison office
g 駐在員事務所

C

Carte de séjour mention “ commerçant ”
g “Business Activity” residence permit

g「商人」滞在許可証
Carte de séjour mention “ salarié en mission ”

g “Expatriate Employee” residence permit
g「派遣従業員」滞在許可証

Carte de séjour mention “ scientifique-chercheur ”
g “Research Scientist” residence permit

g「研究科学者」滞在許可証
Carte de séjour mention “ compétences et talents ”
g “Skills and Expertise” residence permit

g「コンペタンス・エ・タロン
（能力・才能）
」滞在許可証
Carte de résident pour “ contribution économique
exceptionnelle ” g “Exceptional Economic
Contribution” residence permit

g「例外的な経済貢献」滞在許可証
Cadre dirigeant g Senior executive g 経営管理職
Cadre de haut niveau g Highly skilled employee
g 上級管理職
Centre des impôts g Tax office
g 税務署、税務センター
Centre d’affaires g Business center
g ビジネスセンター
Changement de statut g Change of status
g 身分の変更
Code du Travail g French Labor Code
(employment laws) g 労働法
Comité d’entreprise g Works Council
g 企業委員会
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Commune g City or municipal authorities

Conseil de surveillance g Supervisory board
Contribution économique territoriale (CET)
事業税
（taxe professionnelle）
に代わるものとして
2010年に導入。

Convention collective g Sector-specific collective
agreement on labor relations

g（労使間の）労働協約
Convention fiscale g Tax agreement g 租税条約
Convention de sécurité sociale g Social security
agreement g 社会保障協定
Crédit d’impôt recherche g Research tax credit
g 研究開発税額控除

D

Déclaration unique d’embauche
g Employee hiring form g 単一雇用届け
デクレ
Décret g Decree g 政令、
Département g For administrative and political
purposes, France is divided into 27 régions and
101 départements (broadly equivalent to a county
in English-speaking countries). Départements are
further subdivided into communes.

g 県。フランスの行政・政治区分は27地方、101県か
らなる
（県は英語圏の
「郡」
にほぼ相当）
。県はさらに市
町村に区分される。
Détachement / salarié détaché

g Secondment/seconded employee
g 在籍出向/在籍出向社員
Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi – DIRECCTE
g Regional Directorate for Enterprise,
Competition, Consumption and Employment

g 地方雇用当局（DIRECCTE）
Dirigeant g Director g 経営者

E

Entreprise individuelle g Sole proprietorship

g 個人企業

フランスで事業を営む

Entreprise de taille intermédiaire (ETI)

g Mid-size company g 中堅企業

Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
(EURL) g Single-shareholder limited liability
company g 単一出資者有限会社
Expatriation / Expatrié g Expatriation / Expatriate
g 出向（赴任）/出向者
Extrait K-bis g Company registration certificate
g 抄本（登記簿抄本）

G

Gérant g Manager

g 業務執行者[業務執行役員]、役員
Greffe du tribunal de commerce

g Commercial Court Registry
g 商事裁判所書記課

Groupement d’intérêt économique (GIE)

g Economic interest grouping (business
（GIE）
consortium) g 経済利益団体

I

Impatrié g Tax status granted to expatriate
employees in France, subject to certain conditions

g 在仏外国人従業員（税務上の区分）
Impôt sur les sociétés (IS) g Corporate tax
g 法人税
Impôt de solidarité sur la fortune (ISF)

g Wealth tax g 富裕税
Inspection du Travail g Labor Inspectorate
g 労働監督局
Installation classée (IC) g Regulated facility
(aka "classified installation" in France)

g 特定施設（「指定施設」
とも呼ばれる）

M

Mairie g Municipal offices g 市町村役場
Mandataire social g Company director
(representing the company)

g 会社社長（会社を代表する）

O

Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
(OFII) g French Immigration and Integration Office

g フランス移民局

P

Personne morale g Corporate entity g 法人
Personne physique g Private individual g 自然人
Plan social g Layoff plan / redundancy plan

g 雇用調整計画
Pôle emploi g National Employment Office
g 雇用局
Prestation de service g Service provision
g 役務提供
Procédure d’introduction g Admission procedure
g 入国手続
Préfecture g The office of the Prefect, who is the

local representative of national government in each

French région/département. g 県庁。地方長官
（Préfet）
は県庁に置かれたフランス政府代表者。
Prime à l’aménagement du territoire (PAT)

g Development grant g 国土整備補助金
Prud’hommes g Labor or employment tribunal
g 労働裁判所判事

R

Récépissé g Receipt g 受領証
Région g See entry for “département”

g 地方 -フランスの行政・政治区分は27地方、101県
からなる
Registre du commerce et des sociétés (RCS)

g Company Register g 商事・会社登記簿
Résidence fiscale g Tax residence
g 税務上の居住地

S

Salaire minimum interprofessionnel de croissance
(SMIC) g Statutory national minimum wage

g 法定最低賃金（SMIC）
会社員
Salarié g Employee g 従業員、
Sécurité sociale g Social security g 社会保障
Service des impôts des entreprises (SIE)

g Corporate tax office g 法人税課
Société anonyme (SA) g Public Limited Company
(PLC) g 株式会社
Société à responsabilité limitée (SARL)

g Limited liability company (LLC) / Private limited
company (Ltd.) g 有限責任会社
Société civile g Non-trading partnership
(e.g. real estate or medical services) g 民事会社
Société en commandite par actions

g Limited partnership g 株式合資会社
Société en nom collectif g General partnership
g 合名会社
Société par actions simplifiée (SAS)

g Simplified company g 単純型株式会社
インターン
Stagiaire g Intern / Trainee g 研修生、

T

Taxe d’habitation g Housing tax g 住民税
Taxe foncière g Property tax g 不動産税
Taxe sur la valeur ajoutée g Value-added tax

g 付加価値税
Travailleur temporaire g Temporary worker

g 臨時労働者

V

Visa de circulation g Circulation visa g 往来ビザ
Visa court séjour / Visa de long séjour
g Short-stay visa /Long-stay visa

g 短期滞在ビザ/長期滞在ビザ
Visa de long séjour valant titre de séjour

g Long-stay visa equivalent to a residence permit
g 滞在許可証に相当する長期滞在ビザ
Voyageur de commerce, représentant ou placier
(VRP) g Business traveler, representative or
travelling salesperson (special legal status)

g 委託販売外交員

用語集

95

フランスで事業を営む

関係機関
機関名称

リンク

Ambassades et consulats français à l'étranger
フランス大使館、領事館

www.mfe.org/index.php/Annuaires/Ambassades-etconsulats-francais-a-l-etranger/

Administration douanière
税関

www.douane.gouv.fr

Administration fiscale
税務当局
法人・個人の課税に関する規制、
租税条約

www.impots.gouv.fr

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)
環境・エネルギー庁
環境、
エネルギー、
持続可能な開発に関する政策の実施を担当する公施設法人。所管の5
分野
（産業廃棄物管理、
土壌汚染対策、
省エネルギー・再生可能エネルギー、
大気汚染対
策、
騒音対策）
のプロジェクトの資金調達を援助、
持続可能な開発に関わる取り組みを支援

www.ademe.fr

Autorité de la Concurrence
競争当局
反競争的な行為の規制、
大規模な企業集中統合を行う前には競争当局に通知する

www.autoritedelaconcurrence.fr/

Autorité des Marchés Financiers (AMF)
金融市場庁
金融規制

www.amf-france.org/

Chambre du commerce et de l'industrie
商工会議所
会社の設立に関する情報
（定款サンプル）
や法務や税務に関する一般的な情報を提供

www.cci.fr

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale  (CLEISS)
社会保障欧州国際連絡センター
社会保障関連の規則や国際協定の適用におけるフランス社会保障機関と他諸国の社
会保障団体との連絡調整窓口

www.cleiss.fr

Centre de formalités des entreprises (CFE)
企業手続センター
会社の設立、
組織変更、
廃業に関する届出の手続を、
ひとつの窓口で一括申請できる
サービスを提供。原則として、
商工会議所か商事裁判所書記課のいずれかがCFEの役
割を務める。

www.annuaire-cfe.insee.fr/AnnuaireCFE/jsp/
Controleur.jsp
www.cfenet.cci.fr/
www.infogreffe.fr/infogreffe/index.jsp
www.guichet-entreprises.fr

Centre national des firmes étrangères (CNFE)
外国企業のための国立センター
フランス国内に恒久的施設を持たず、
人材を雇用している外国企業のためのセンター

www.strasbourg.urssaf.fr/

Commission Nationale de l'informatique et des Libertés (CNIL)
情報処理および自由に関する国家委員会
個人情報を含む情報処理を監督することにより、
個人情報保護法が遵守されているかどうかを www.cnil.fr
検証。個人情報保護上の
「リスク」
のある情報を含むデータの取扱については、
CNILの許可が
必要。国民基本台帳番号の利用を監査、
その他の個人情報取扱に関する申告を受け付ける。
Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale (DATAR)
国土整備地方開発局
www.datar.gouv.fr
地域開発を行う省庁と協働する首相官邸の部署。DGCISと共にイノベーションクラスターを管轄。
また企業と雇用創出の国土整備助成金
（PAT）
を管轄。
Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi (DIRECCTE)
企業・競争・消費・雇用・職業開発地域圏総局
各DIRECCTE 内の地方労働当局
（unités territoriales）
が労働許可証の発行
（外国
労働局）
などを実施。

www.direccte.gouv.fr

Direction Générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services (DGCIS)
競争力・産業・サービス総局
www.industrie.gouv.fr/dgcis/index.php
産業再生
（aide à la reindustrialisation－ARI）
事業開発融資計画を管轄。DATARと
共に産業クラスターを管轄。
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Direction générale de la consommation, concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF)
競争・消費・不正行為抑止総局
市場の規制と機能維持

www.economie.gouv.fr/dgccrf

Direction Général du Trésor (DG Trésor)
国庫・経済政策総局
国際直接投資の申告。特定の分野の投資を審査・許可

www.tresor.economie.gouv.fr/

フランスで事業を営む

機関名称
Direction Générale des Finances publiques (DGFiP)

リンク

公的融資局
2012年1月より、
非居住の外国企業のための相談窓口

www.impots.gouv.fr

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL)
地方環境・開発・住宅局 環境保護上の指定施設に関する規制

www.developpement-durable.gouv.fr/liste-des-21DREAL

Fonds Stratégique d’Investissement (FSI)
戦略的投資ファンド
（国費ベンチャー・キャピタル）

www.fonds-fsi.fr

Greffe du tribunal de commerce of Paris
パリ商事裁判所書記局
会社設立
（定款を含む書類）
、
事業承継

http://www.greffe-tc-paris.fr

Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI)
工業所有権庁
特許権、
商標権、
意匠権の保護を援助する政府組織。知的財産所有権と企業に関す
る情報提供。

www.inpi.fr/

Ministère du commerce extérieur
貿易省

www.commerce-exterieur.gouv.fr/

Ministère de l'éducation nationale
国民教育省

www.education.gouv.fr

Ministère de l’Économie et des Finances
経済・財務省

www.economie.gouv.fr

Ministère du redressement productif
生産再建省

www.redressement-productif.gouv.fr/

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
高等教育・研究省

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l’Energie
環境・持続可能開発・エネルギー省

www.developpement-durable.gouv.fr

Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social
労働・雇用・職業教育・労使対話省
外国人従業員の雇用手続、
各地域圏の雇用局、
労働法の実務知識の提供

www.travail-emploi-sante.gouv.fr

Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII)
フランス移民局
合法的な移民の受け入れ。
グループ内で配転となる従業員および取締役のための
「ワン
ストップ・サービス」
（3県庁で試験的導入）

www.ofii.fr
www.immigration-professionnelle.gouv.fr

OSEO (Agence française de l’innovation)
中小企業庁
（イノベーション振興）
銀行および資本投資機関との連携により、
中小企業のライフサイクルの重要な決定期に
おいて、
財政援助や支援をする国の公施設法人

www.oseo.fr

Pôle Emploi
雇用局
失業者への職業紹介と失業保険の管理

www.pole-emploi.org

Préfecture de police de Paris
パリ警視庁
パリに居留する外国人の滞在許可証の発給および更新

www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr

Textes législatifs et réglementaires en vigueur en France et convention collective
フランスの原稿法令の法文および労働協約

www.legifrance.gouv.fr

Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF)
社会保障家族手当保険料徴収連合
（社会保険庁）
社会保障費の徴収機関

www.urssaf.fr

Portail de l’administration française
フランス省庁ポータルサイト

www.service-public.fr

Union européenne
欧州連合

www.europa.eu.int

関係 機 関
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対仏投資庁のネットワーク
対仏投資庁は、
世界各国の主要都市にて27拠点の在外事務所を構え、
現在、
約150名のスタッフが勤務しています。
専属の事務所を置かずに、
フランス大使館経済部が外国企業の投資支援を行う国もあります。

Moscow

Stockholm
Düsseldorf
Amsterdam
Brussels
London

Paris

Toronto
New York
San Francisco

Beijing

Ankara

Seoul
Madrid
Milan

Chicago

Tokyo

Tel Aviv

Shanghai

Mexico

Hong Kong

New Delhi
Abu Dhabi

Singapore

Brasilia
São Paulo
Johannesburg
Canberra
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EUROPE
ifa FRANCE
Paris

David Appia, Chairman & CEO

71-77 boulevard Saint-Jacques
75680 Paris Cedex 14
Tel : + 33 1 44 87 17 17
info@investinfrance.org
www.investinfrance.org

Ifa germany, austria,
switzerland
Düsseldorf
Didier Boulogne, Director

Französische Botschaft
Martin Luther Platz 26
D-40212 Düsseldorf
Tel : +49 (0) 211 54 22 67 0
didier.boulogne@investinfrance.org

Ifa belgium,
Luxembourg
Brussels

Frédérique Lefevre, Director
475, avenue Louise
B-1050 Bruxelles
Tel : +32 2 646 59 40

frederique.lefevre@investinfrance.org

ifa netherlands
Amsterdam

Frédérique Lefevre, Director
French Embassy
Stadionweg 137
1077 SL Amsterdam
Tel : +31 (0)20 662 20 39

frederique.lefevre@investinfrance.org

ifa spain, portugal
Madrid
Géraldine Filippi, Director

Embajada de Francia
Marqués de la Ensenada, 10
4ª Planta
E-28004 Madrid
Tel : +34 91 83 77 850
geraldine.filippi@investinfrance.org

ifa United kingdom,
IReLAND
London
Caroline Laporte, Director

Haymarket House
28/29 Haymarket
London SW1Y 4RX
Tel : +44 (0) 20 7024 3672
caroline.laporte@investinfrance.org

ifa russia
Moscow

Daniel Maitre, Director
Jérôme Clausen, Project Director
Bolchaïa Iakimanka 45
119049 Moscou
Tel : +7 (495) 937 24 00

daniel.maitre@investinfrance.org
jerome.clausen@investinfrance.org

ifa turkey
Ankara

Pierre Coste, Director

Consulat de France
B.P. n° 1
Iran Caddesi, Karum Is Merkezi
n° 21,
Asansör E, n°444, Kat.6,
Kavaklidere
06680 Ankara
Tel : (90 312) 428 31 75
pierre.coste@dgtresor.gouv.fr

Jean-Luc Viette, Project Director

Istiklal cad. 142
Odakule 10e étage
BP 46 – 34430 Beyoglu
Istanbul
Tel :+90 212 251 98 77

dominique.frachon@investinfrance.org

IFA united states
New York

2/50 E Shantipath Chanakyapuri
110 021 New Delhi
Tel : +91 11 2419 6300

IFA JAPaN
Tokyo
Christophe Grignon, Director

4-11-44 Minami-Azabu - Minato-ku
Tokyo 106-8514
Tel : +81 3 5798 6140
christophe.grignon@investinfrance.org

ifa SINGAPOre
Singapore
Hubert Testard, Director

Ambassade de France
101-103 Cluny Park Road
259595 Singapore
Tel : +65 68 80 78 78
hubert.testard@investinfrance.org
duc.nguyen@investinfrance.org

ASIa

IFA UNITED ARAB EMIRATES
Dubai

IFA CHINA
Beijing
Pascal Gondrand, Director

Ambassade de France en Chine
N° 60, Tianzelu, Liangmaqiao,
3rd diplomatic zone,
Chaoyang District, Beijing 100600
Tel : +86 (0)10 8531 2342
pascal.gondrand@investinfrance.org

Shanghai
Sébastien Carbon, Director

Suite 202
Hai Tong Securities Building
689, Guang Dong Lu
Shanghai
Tel : +86 (21) 6135 2040
sebastien.carbon@investinfrance.org

Hong Kong
Elias Rock, Director

25/F, Admiralty Center, Tower II
18 Hourcourt Road
GPO Box N° 24 21 Hong Kong
Tel : + (852) 37 52 91 70
elias.rock@investinfrance.org

ifa south korea
Séoul

Ambasciata di Francia
Via Cusani, 10
I-20121 Milano
Tel : +39 02 72 02 25 43

Samheug Building
8th FI 705-9 Yeoksam-Dong
Gangnam-Gu – 135 - 711 Seoul
Tel : +82 2 563 2158

herve.pottier@investinfrance.org

Philippe Yvergniaux,
Director, IFA North America

middle east

Pascal Gondrand, 
Director, IFA China

Pascale Buch, Director

north america

Dominique Frachon, Director

jean-luc.viette@dgtresor.gouv.fr

ifa italy
Milan

Hervé Pottier, Director

ifa india
New Delhi

Jacques de Lajugie, Director

Al Habtoor Business Tower
24th floor, Dubaï Marina
PO Box 3314 Dubaï-UAE
Tel : +971 (0) 4 408 49 52

jacques.delajugie@investinfrance.org
salim.saifi@investinfrance.org

IFA ISrael
Tel Aviv

Pierre Mourlevat, Director

7 Havakuk HaNavi
63505 Tel Aviv
Tel : +972 (0) 3 546 65 35
pierre.mourlevat@investinfrance.org

south amercia
ifa brazil
Brasilia

Antoine Chéry, Director

S.E.S. Avenida das Nações
Lote 04 - Quadra 801
70404-900 Brasilia DF
Tel : +55 61 312 92 47
antoine.chery@dgtresor.gouv.fr

François Removille, 
Project Director

Av. Paulista, 1842
Torre Norte, 14º Andar
01310-923, São Paulo – SP
Tel : (55 11) 33 71 54 00
francois.removille@investinfrance.org

Philippe Parfait, Director

1700 Broadway
Suite 3000
New York, NY 10019
Tel : +1 (212) 757 93 40
philippe.parfait@investinfrance.org

Chicago
Michel Gilbert, Director

French Embassy
205 North Michigan Avenue
Suite 3750
Chicago, IL 60601
Tel : +1 312 628 1054
michel.gilbert@investinfrance.org

San Francisco
Stéphane Lecoq, Director

88 Kearny Street
Suite 700
San Francisco, CA 94108
Tel : +1 415 781 0986
stephane.lecoq@investinfrance.org

IFA canada
Toronto

Jean-Pierre Novak, Directeur
154 Universite Avenue
Suite 40
Toronto, ON M5H 3Y9
Tel : +1 416 977 12 57

jean-pierre.novak@investinfrance.org

ifa correspondents
SOUTH AFRICA
Inanda Greens Business Park
Augusta House
54 Wierda Road West
Wierda Valley
Sandton
2196 Johannesburg
Tel : +27 11 303 71 50
raphael.pequignot@dgtresor.gouv.fr

auSTralIA
6 Perth Avenue
Yarralumla Act 2600
Canberra
Tel : +61 (0)2 6216 0116
agnes.romatet@dgtresor.gouv.fr

MexICO
La Fontaine 32
Col. Polanco
11560
Mexico - D.F.
Tel : (00 52) (55) 91 71 98 89
emilio.piriz@dgtresor.gouv.fr

pascale.buch@dgtresor.gouv.fr
victoria.lamour@investinfrance.org

ifa scandinavia
Stockholm
Gilles Debuire, Director

French Embassy
Kungsgatan 58
S-11122 Stockholm
Tel : +46 8 545 850 40
gilles.debuire@investinfrance.org

対仏投 資庁のネットワーク
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インターナショナル・サービス・グループ
(ISG: InTernational Services Groups) :
国際間の最適な関係

インターナショナル・サービス・グループ(ISG)とは:
ISGは特定のビジネス·サービス·ラインに従って編成された、
在仏外国企業、
または国外に進出する仏企業に
最高レベルのサービスを保証する専門的な国際間プラットフォームです。

ISGは次の２つの主要な目的にお応えします :

>仏企業への海外市場での事業展開の支援
>外国企業のフランス市場での事業の開始／展開の支援

ISGチームのメンバーは:
各国の文化及び環境を熟知したフランス人及び外国人のプロフェッショナルから構成され、

>企業の全ての分野のニーズ（監査、会計、法務、税務、労務、社会保障、
コンサルティング、
財務アドバイザリー）
に合わせた適確な支援を提供致します。

>広範な各国のネットワークと密接に連携し、外国企業に対してはその国の環境とフランスの特性との相違点
についてのアドバイス、
また仏企業に対しては、
進出国との相違点について同様のアドバイスを提供致します。
>フランスからのISGコーディネートを提供致します。
ISGはフランスからのコーディネートにより、
世界150ヶ国以上の国々と仏語圏アフリカ諸国の事務所によって
強化されています

ISG 連絡先
ガブリエル アチアス / パートナー
gattias@deloitte.fr または Desks@deloitte.fr
Tel : + 33 (1) 58 37 91 28
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在仏各国 ISG

在外フランス ISG

→ドイツ/オーストリア
→ベルギー

→中南米

→ブラジル
→カナダ

→ベルギー

→CIS
（独立国家共同体）
→中国

→中国

→スペイン
→アメリカ

→アメリカ

→インド
→イタリア

→イタリア
→日本

→日本
→中東

→北欧

→オーストラリア
→CIS
（独立国家共同体）
→スペイン
→中央ヨーロッパ

→イギリス/アイルランド

インターナショナル・サービス・グループ(ISG: International Services Groups) : 国際間の最適な関係
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免責条項：本資料は、フランスに事業進出する国際企業に適用される基本原則を紹介するものです。企業の意思決定をお手伝いするため、実用
上の理由から、一般的な概観だけでなく、フランスの法律・税務・労使関係などに関する重要な情報を提供しています。従いまして、提供情報は
網羅的なものではなく、AFII は情報の脱落、誤謬等による責任を負いません。
具体的案件の検討にあたっては、専門のコンサルタントの協力を求めるようお勧めいたします。
この文書の知的所有権は、保護されており、対仏投資庁に帰属しています。この文書の一部または全部を AFII の事前の許諾なく、商業目的で
複製することを禁じます。

本誌（日本語版）作成にあたり、以下専門用語校閲のご協力をいただいております。
ランドウェル（PwC）
横田 文志様
Landwell&Associés
61 rue de Villiers 92208 Neuilly sur Seine
Mail : fumishi.yokota@fr.landwellglobal.com
Tel: 33 (0)1 5657 8362

The IFA would like to thank all of its partners, particularly the members of the IFA Partners Network who contributed
to this publication.
Publication Director: David Appia, Chairman and CEO. Chief Editor: Julie Cannesan, Director of Promotion. Production
and Copy: Sandrine Coquelard, Fatia Bouteiller, Sabrina Losio, Gilles Orcière, Raffaella Silvetti. English Editor and
Coordinator: David Williams. Translation: Ubiqus. Editorial Coordination: Alexandra Chabut.
Design and production:

agence@spherepublique.com – Printed on recycled paper – January 2013.

doing business

in france
対仏投資庁
（AFII）

デロイトはフランスにおいて、大規模な国際的企

フランスへの国際投資誘致、
進出企業向け支援

業から中規模企業、現地密着の小型企業まであ

を担当する国の機関。
フランスの経済的魅力を高

らゆる規模と分野のクライアントの課題に応える

める活動の推進も担当している。
フランス国内の

べく、多様な専門知識を提供している。デロイトは

ほか、
北米・南米、
ヨーロッパ、
中東・アジアに置か

200以上の拠点に6,800名の専門家を擁する

れた在外事務所により、
全世界に及ぶ国際的な

監査・アドバイザリーなどの専門的サービスのリー

ネットワークで活動している。
フランス各地方の経

ダーであり、監査、
リスクサービス、
コンサルティン

済開発機関との緊密な連携により、
進出投資企

グ、財務アドバイザリー、子会社である会計事務

業への最良のビジネス機会とそれぞれのニーズに

所In Extensoによる会計業務、
デロイト・
トゥシュ・

応じたサービスの提供を行う。

トーマツのメンバーファーム弁護士事務所Tajに

詳しくは、下記ウェブサイトをご覧ください。

よる法務・税務を提供している。

www.investinfrance.org/jp

◀対仏投資庁モバイルサイトはこちらから
ご覧ください。

www.sayouitofrance-innovation.com

対仏投資庁日本事務所
〒106-8514
東京都港区南麻布 4-11-44
japan@investinfrance.org
www.investinfrance.org/jp
Tel: 03-5798-6140
Fax: 03-5798-6154

