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デロイトからのご挨拶
英国は世界のイノベーションリーダーです。スキルの高
い人材が豊富で税制面の優遇措置も充実しており、多
くの企業が成長のチャンスを求めて進出を考えていま
す。

また、英国はビジネス環境や政治状況が安定し、世界
で最も開かれた市場であることから、多くの日本人およ
び日本企業から単なる投資先だけとしてではなく、欧
州市場進出を目指す際の重要拠点としても人気を誇っ
ており、。デロイトはこのような個人および企業の皆様
にサービスを提供しています。

本ガイドは、英国で法人設立や事業拡大を数多くサポ
ートしてきたデロイトの経験に基づき、英国進出を目指
す日本企業の皆様に有益な情報を提供することを目的
として書かれた実用ガイドです。

皆様が英国進出を検討する際の主要な問題（参入戦
略、企業形態、課税、人材・入国管理、不動産および資
金調達等）を理解する一助となれば幸いです。

ご要望に基づき、本ガイドについて皆様とより詳細に協
議させていただきますとともに、実際に英国に進出され
る際には喜んでご支援申し上げます。

Sharon Thorne
マネジング・パートナー
デロイトUK　グローバル担当

投資先そしてグローバルビジネス進出先
として魅力的な英国
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日本は長年にわたる英国の主要な投資・
貿易パートナー

国際通商省からのご挨拶
「英国へようこそ-日本企業のための英国投資ガイ
ド」」をお読みいただき、誠にありがとうございます。日
本は長年にわたって英国の主要な投資・貿易パートナ
ーであり続けてきました。貿易立国として同様の立場で
発展を遂げた両国は、長い時間をかけ絆を深め、互い
のスキルを補い合うことも多い関係性です。本ガイドで
は、新たに英国進出を検討されている日本企業が、こ
の流れに加わるにはどうすればよいのかについて詳し
く説明いたします。

日本企業をはじめとする外国企業による欧州への海外
直接投資において、英国は最大の投資先です。これは、
英国が日本企業の皆様にとって最も魅力的な国の一つ
だからです。英語圏であること、透明性の高い明確な
法制度、世界トップクラスの技術・研究、企業活動を促
進する安定したビジネス環境が英国の強みです。さら
に、英国政府は、ビジネス関連優遇措置、税額控除、
税率低減、ビザサポートにおいて世界でもまれにみる
大胆な政策を導入しており、日本企業の皆様にとって
英国が最適なグローバルパートナーであることは間違
いありません。世界銀行が最近行ったビジネス環境指
数（EaseofDoingBusiness）の格付けでは、英国が
欧州主要国中最も高い世界第6位を獲得しました。

国際通商省（DepartmentforInternationalTrade:
DIT）は、企業を直接支援する英国政府機関とし
て、Deloitteをはじめとするパートナーと密接に協力し
ながら、日本企業の皆様が英国への新規進出・事業拡
大に必要とするサポートを提供しています。スタートア
ップ、中規模ビジネス、あるいは法人・機関投資家のい
ずれであっても、DIT及びDeloitteが皆様の国際的な事
業目的の実現をサポートいたします。

企業の皆様へのサポートは、英国に会社を設立したら
終わりではありません。日本企業も国内企業と同様、輸
出増加のための支援を受けられます。DITはオーダーメ
ードの市場調査、ビジネスチャンスに関する最新情報、
高付加価値の契約獲得のためのサポートを提供し、世
界市場での貿易のチャンスを拡大します。

英国での会社設立に関するサポートについて、詳細
はwww.gov.uk/ditをご覧いただくか、investinuk.
jp@fco.gov.ukまでお問い合わせください。

クリス　ヘファー
駐日英国大使館
公使参事官　貿易・対英投資ダイレクター
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1.はじめに
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英国とりわけロンドンはグローバル企業にとって魅
力的な投資先
英国は様々な業種の多国籍企業が最も集中する国際的拠点
の一つです。健全な法制度、優秀な人材および米国とアジア
の間という理想的な位置関係を武器に、魅力的な環境を提
供しています。

高い能力と技術を備えた人材、簡潔で魅力的な税制度、透明
性の高い規制システムによりビジネスを行いやすい英国は、
事業拠点を設立するのに理想的な場所です。世界市場に広
まる難題や不確実性をものともせず、英国の海外直接投資の
分野における存在感は圧倒的です。UKTIによる最新の対内
投資報告書（2014～15年）によると、成功した対外投資プロ
ジェクトの数を基準とした場合、英国は海外直接投資先とし
て欧州トップに立ちます。世界的に見ても、英国への対内FDI
残高の絶対値は米国・中国に続く第3位です。英国のFDI純流
入額は2010年以来50%を超える勢いで増加していますが、
これは英国経済に対する海外投資家の信頼の表れです。英国
のFDI流入額はEU総流入額の3分の1を占めており、企業の欧
州本社の所在地は英国が最多です。

英国市場の競争は熾烈ですが、明確なビジョンさえあれば事
業を成功させることは可能です。

日本企業にとって英欧州の中で最も魅力的な海外直接投資
先である英国
英国の国家統計局によると、2013年の日本から英国への対
内投資残高はアジアからの投資残高総額（407億ポンド）の
60.5%を占めました。

DepartmentForInternationalTradeのデータでは、日
本からの対内投資プロジェクトは、2010年以来合計563
件にのぼります。これにより16,000以上の雇用が創出さ
れ、13,000以上の雇用が守られたとみられています。フィ
ナンシャルタイムズが行っているFDIMarkets調査によれ
ば、2010～2015年にかけて日本から英国への対内投資プ
ロジェクトは年平均34件であった一方、ドイツに対しては33
件、フランスは13件にとどまり、英国が日本から欧州への海
外直接投資先として最も魅力的な国であり続けていることが
分かります。英国内で見ると、181件のプロジェクトを獲得し
たロンドンに続き、南東部地方が77件、北東部地方が44件
の投資先となっています。産業別では、243件の先端工学を
筆頭に、ライフサイエンス、エネルギー、環境およびインフラ
ストラクチャ－が続いています。

英国に事業拠点を設立する際のロードマップ
英国は様々な業種の多国籍企業が最も集中する国際的拠点
の一つです。健全な法制度、優秀な人材および米国とアジア
の間という理想的な位置関係を武器に、外国企業の進出先と
して魅力的な環境を提供しています。

英国市場の競争は熾烈ですが、明確なビジョンさえあれば事
業を成功させることは可能です。

英国に事業拠点を設立する際のロードマップ
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事業拠点設立

税務上の手続き

企業形態の選定 場所の選択
物件の取得

移住労働者／
英国籍以外の従業員のビザ取得

英国で事業拠点を設立するためには法令上定められている
各種手続きを済ませなければなりません。また、準備が整
い、英国での事業成功が可能であることを現地当局に納得
してもらわなくてはなりません。

本ガイドの内容は2016年9月現在の情報に基づいていま
す。

場所によっては助成金または優遇措置を受けられる場合が
あります。また、一定の権限（課税に関する権限を含む）はス
コットランド、北アイルランドおよびウェールズに移譲されて
います。

本ガイドは英国に事業拠点を設立する際のロードマップを示
すものです。主なポイントは以下の通りです。
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2.進出戦略
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進出を決める前には実効性の高い投資計画と適切
な参入戦略の策定が必要
投資計画の策定
企業には、市場参入から持続的な利益を生み出せると
いう確信とともに、それを可能にする現実的な投資計
画が必要です。投資計画の策定は進出戦略の中でも最
も大切な要素の一つです。

したがって、投資計画は、以下を含む様々な要素が考
慮された総合的なものでなければなりません。

• 獲得する市場シェアの見通しは？市場参入するだけの
価値があるシェアを獲得できる現実的可能性は？

• 進出先市場にとって製品／サービスは魅力的か？

• 売上にかかるコスト（商品原価およびマーケティング
費用を含む）の予測額は？

• 成長の道筋。どのくらいの期間で黒字化できるか？

• 事業の成長に必要な短期的および長期的な投資額
（不動産および人員を含む）は？

• 市場参入に伴うリスクは？合理的な軽減策はある
か？

企業は、これらの問題に明確な回答を出すことにより、
自社の投資計画を評価することができます。この段階
に決まったやり方はなく、評価の方法や最終的な結論
は様々です。

投資計画に実効性があるか否かは、資本調達の可否・
資本コストの額、リスク選好度および対象市場・投資分
野の戦略的重要性等の様々な要因にかかっています。

投資計画におけるこれら様々な要素は、戦略的要件と
投資収益性の両方を満たすために、繰り返し調整する
ことになります。
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参入戦略の策定
市場に対する理解が深まり、参入意思が固まったら、参
入戦略を策定します。外国企業が英国市場に参入する
方法には様々なものがあり、最適な方法は企業のリス
ク選好度によって異なります。

最適な方法を検討する際は、市場の戦略的重要性、予
定投資額および対象事業の予想業績等を考慮しなけ
ればなりません。

低リスク・低リターンの場合
輸入代理業者や現地販売代理店と契約して市場参入
する場合のリスクは低く、提携先の市場知識や既存取
引先を活かして現地に業務機能を持たずに市場参入す
ることが可能です。ただ、リスクが低い一方で利幅を犠
牲にすることになり、大きな利益をあげることは難しく
なります。

リスク・リターンを共有する場合
現地企業と合弁会社を設立して市場参入する場合、
合弁会社の成長を最大限にするために両者が対等に
協力するため、低リスク・低リターンの場合に比べて参
入企業にとってメリットが高まる可能性があります。ま
た、既存取引先や販売網、規模の経済等の合弁相手の
強みを活かすことも期待できます。ただ、財務、インフ
ラ、マーケティングまたは人的側面等、様々な形で多額
の投資を求められることになります。

高リスク・高リターンの場合
戦略的重要性が高い市場に進出する場合は、当該市
場で確固とした存在感を確立し、より強固な足掛かり
を築こうとする傾向が強まります。このような場合には
既存のリソースによる有機的成長とM&Aによる成長の
二つの方法が考えられます。M&Aは市場参入の近道
ですが多額の投資が必要です。一方、有機的成長の場
合は、成長の速度は緩やかですが、個々の事業に適し
た形態を取れるとともに成長の速度および方向性を調
整することができます。魅力的な買収先が見つからな
い場合には有機的成長の方が適しています。

下の表は、参入戦略のメリットおよびデメリットの概要
を示したものです。
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適切な参入方法を選定できるか否かは実効性の高い
投資計画が策定されているか否かにかかっています。
せっかく戦略を選択しても、資本投資額の不足や十分
な収益見通しが立たないために実行できないことは少
なくありません。

したがって多くの場合、投資計画に基づき、参入戦略を
何度も見直すことが必要となります。

市場参入の方法

低リスク・
低リターン

高リスク・
高リターン

有機的 非有機的

輸入業者との
契約

販売代理店との契約 現地メーカーとの契約 英国企業との合弁 新規設立 M&A

適した市場 • 大規模投資に見合わ
ない、小規模かつ成
長が遅い市場

• 大規模投資に見合わ
ない、小規模かつ成
長が遅い市場

• 多額の投資に見合わ
ない市場

• 急速な市場拡大を目
標とし、買収よりも
投資額が少なくて済
む市場

• チャンスは大きいが、
買収対象企業がな
い市場

• 急速な市場拡大を目
標とし、魅力的な買
収先企業が存在す
る市場

課題 • 高コストが総利益
を圧迫

• 市場ニーズへの対応
が遅い

• 販売代理店頼み

• 販売戦略およびコス
トを管理しづらい

• 製品品質の管理およ
び監督が難しい

• 品質リスクまたは供
給リスク

• 合弁先との対立およ
び戦略方針の不一致

• 大規模投資が求め
られるが回収の保証
はない

• 戦略目標に合った買
収先の選定

• 統合リスク

• 買収先の理解
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ロードマップの作成
実効性の高い投資計画と参入戦略を策定した後の次の
ステップはロードマップの作成です。ロードマップを作
成することにより、英国進出の実務上の要件についてよ
り現実的に理解することができます。

ロードマップは投資計画および参入戦略の両方が実際
に実行された場合の結果を示すものです。明確なロー
ドマップを策定することは、参入直後の最初の重要な
数か月の成功のためだけでなく、軌道に乗るまでの期
間そして成功するための重要な節目を把握するために
も重要です。

ロードマップ作成上の留意点

市場参入ロードマップ

販売／物流

• 販売戦略（直接販売、代理店販売、販売員による販
売、オンライン販売等）はロードマップ作成に影響す
る。

• 現地提携先・合弁先選定および販売契約締結が必要
となる可能性がある。

現地化 （ローカライゼーション

• 現地で確保できる労働力の規模およびス
キル、人件費、主要顧客および提携先・
合弁先の立地、主要な輸送拠点の場所。

• その他、言葉の問題、適切な価格設定お
よびマーケティング等。

市場参入の方法

• 綿密な参入戦略が不可欠。主要な節目や
全体ビジョン、参入方法（有機的または非
有機的）について検討する。

規制

• 一部の業種、特に金融サービスは法律
で規制されている。規制分野の事業を
保有・運営するには規制当局からの許
可が必要。

市場分析

• 市場分析の内容はロードマップに影
響する。

• 市場の構造・セグメンテーション・行
動、参入障壁、潜在的な事業リスク、全
体的な市場規模・獲得可能な市場規
模、占有率はすべてロードマップの作成
に影響する。

成長予測

• 期待する成長をシュミレートし、最初の12か月間に必
要となるキャッシュについて詳細な情報を提供するこ
とが重要。

• また、最善・最悪のシナリオを想定した大まかな分析
を行う。
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下図は、ロードマップ作成時に投資計画および市場参
入戦略をどのように繰り返し見直していくかを示したも
のです。本ガイドは、強固な足掛かりを英国に築くため
にM&Aまたは法人設立による有機的成長を検討して
いる日本企業を対象としています。

英国市場は非常に開かれているため、市場参入の方法
として多くの企業がM&Aを選択しています。次章では
M&Aについて詳しく説明します。

投資計画

戦略要件
（例：市場対応スピード、
製品／販売の管理レベル）

財務リターン
（例：調達可能な資本額、
投資意欲、機会費用）

市場参入戦略

投資計画と参入計画は密接に関係しています
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3.合併および買収（M&A）
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概要
英国のM&A市場は非常に成熟しており、日本からの投
資先として最も人気が高い市場の一つです。

投資先として英国が高い人気を誇っている理由は以下
の通りです。

• 経済成長および他のEU加盟国より好調な景気を理
由として市場としての有望さが増している。

• 多額の資金または資金調達余力を有する外国企業
の間で、より高い利益やより多くの株主配当を行う機
運が高まっている。

• 先進的な英国市場には世界トップレベルの金融機関
や製薬会社、製造業、世界的に有名な消費財メーカ
ーが多数存在する。最近ではこれらの業界で多くの
M&Aが行われている。

• 他のEU加盟国に比べて事業環境および法制環境
（M&A取引に関する規定や判例を含む）が整備さ
れ、投資しやすい。EU加盟国以外の企業にとっては
投資先市場としてだけではなく、欧州市場参入の足
掛かりを築く場所としても魅力的。

• 税制優遇措置が実施され、法人税率も20%（2020
年には17%に引き下げ）とG20国の中で最低。また、
研究開発税制やパテントボックス税制など、研究開
発を行う企業に様々な優遇措置が提供されている。

買収先の選定
買収企業と被買収企業には既に何らかの取引があるこ
とが多く、その場合、仲介は不要です。取引関係がない
場合はアドバイザーが大きな役割を果たします。アドバ
イザーはM&A契約の仲介、潜在的な買収先の選定お
よび買収実施をサポートします。

英国のM&A市場では競争入札も一般的で、多くの公開
企業および非公開企業が競争入札を通じてM&Aを行
います。英国には、実績のある専門性の高いプライベー
トエクイティファンドやベンチャーキャピタルファンドが
揃っています。

英国市場は非常に開かれており、M&Aは投資を始
める際の有望な選択肢
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規制業種および買収プロセス
一定の業種、特に金融サービスの中には規制の対象と
なっているものがあります。そのため、規制対象事業を
行う企業を買収・運営するには当局から認可を取得す
る必要があります。

その他、医療、物流、電気水道および通信等の業種に
ついても政府が重要な規制・監督を行っています。

英国上場企業を買収する際には「企業合併買収に
関するシティコード（CityCodeonMergersand
Takeovers）」に従わなければなりません。

認可プロセス
規制対象外業種に属する非上場企業の買収について
は、公正取引委員会等の審査を除き、英国当局からの
特別な認可はほとんど必要ありません。英国で事業を
行う企業を合併買収する場合は、英国競争市場当局
（CompetitionandMarketAuthority）の審査が必
要となる場合があります。

英国政府は、外国資本が英国有名企業を保有すること
を原則、規制しません。近年、規制対象業種の企業も
含め英国大企業に対して外国企業による多くの買収が
行われています。

デューディリジェンス
一般的に英国におけるコーポレートガバナンスは高い
レベルにありますが、デューディリジェンスの実施は有
益であり、企業買収の際には実施することが強く推奨
されます。

英国における財務デューディリジェンスでは過去およ
び現在の事業内容だけでなく今後の業績予測につい
ても調査が行われます。英国のほとんどのM&A取引
では財務デューディリジェンスの実施が必須となって
います。

潜在的な買収企業のために売り手企業が第三者にデュ
ーディリジェンス報告作成を依頼する「売り手によるデ
ューディリジェンス（vendorduediligence）」も一般
的で、競争入札方式の場合は特にこの方法が取られる
傾向にあります。

デューディリジェンスはM&A取引のリスクやチャンス
を洗い出し、それらのリスクやチャンスを買収価値算
定、ストラクチャリング、買収契約および買収後の統合
計画に反映させるための有効な手段です。例えば、業
界特有の実務慣行、会計基準、税務規定および雇用関
連法令が異なるということは英国での収益や費用の計
上方法が他の国での計上方法と異なる可能性があるこ
とを意味します。実際にM&Aを行う前にこれらについ
て理解しておくことが大切です。

非上場企業のM&Aでは、クロージング後に株式
売買価格の調整を行わない方法（lockedbox
mechanism：「ロックド・ボックス方式」）が取られ
ることが多く、クロージング後に価格調整を行う方法
（completionaccounts：「コンプリーション・アカウ
ント方式」）の代わりによく使用されます。ただし、コン
プリーション・アカウント方式が使用されることも少な
くありません。
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事業デューディリジェンス
英国では事業デューディリジェンスも非常に一般的で
す。事業デューディリジェンスでは市場のトレンド、競
争環境および買収先企業の市場での位置づけ等が分
析されます。事業デューディリジェンス市場は英国では
確立されており、数多くの専門アドバイザーが業務提
供を行っています。

法務デューディリジェンス
英国ではM&A取引において法務デューディリジェン
スも典型的に行われるデューデリジェンスです。英国
の法務サービス市場のレベルは高く、数多くの国際法
律事務所が法務デューディリジェンス業務を提供して
います。

弁護士は、法務デューディリジェンス業務の提供に加
え、契約作成や必要な認可取得等で重要な役割を果た
します。上述以外にも様々なデューディリジェンスがあ
り、次の表はそれらをまとめたものです。

資金調達
ロンドンは世界有数の金融サービス中心地です。英国に設立された企業は、英国、日本その他でグローバル展開
する数多くの銀行から、総合的な銀行サービスと株式、社債その他の資本市場からの資金調達に関するサービス
提供を受けることが可能です。また、世界金融危機以降、金融機関の融資姿勢は慎重になっていましたが、現在は
中小企業を含むすべての規模の企業について回復基調にあります。英国には大規模な株式市場および債券市場が
あり、外国債券や外国株式の発行や売買においても重要な役割を担っています。

M&Aを行う際には多くの要素を考慮する必要がありますが、市場での急速なシェア拡大を実現する方法の一つと
言えるでしょう。

その他のデューディリジェンス

人事 人事プランニング（例：重要な従業員の特定と離職防止策の策定）はM&A成功の鍵で
ある。

IT  日本と英国では異なるシステムが使用されている可能性が高い。長年使用してきた古い
システムにパッチワーク型の対応を施している英国企業もあり、その更新および買収企
業とのシステム統合に巨額の設備投資費用がかかる場合がある。

オペレーション オペレーションの内容を理解し、どの程度改善余地があるのか、どの程度買収企業との
シナジーを生み出せるかを把握する。
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4.企業形態

英国へようこそ  日本企業のための英国投資ガイド  | 



ご挨拶

1. はじめに

2. 進出戦略

3. 合併および買収（M&A）

4. 企業形態

5. 課税

6. 人の異動と入国管理

7. 事業の設立場所と物件

執筆者

お問い合わせ

 

外国企業の一般的な設立形態－事業所または法人
本項では、M&Aではなく有機的成長により
英国市場に参入する企業が取る二つの最も一
般的な企業形態、つまり「英国現地法人（UK-
incorporatedcompany）」および「英国事業所（UK
Establishment（または英国支店（UKbranch）と言
われる場合もあります））」について説明します。ただ
し、プライベートエクイティファンドやその他の投資運
用会社等には、パートナーシップ等のそれ以外の形態
の方が適している場合があります。

登記
企業形態に関する英国の規定は、主に英国2006年会
社法（CompaniesAct2006：「会社法」）に定められ
ており、会社設立および登記については企業登記
局（CompaniesHouse）が管轄しています。
www.companieshouse.gov.uk

英国に会社を設立せずに拠点（支店、駐在員事務所
等）を持ちたい外国企業は、当該拠点を「事業所」とし
て企業登記局に登記しなければなりません。ただし、
英国に「物理的な存在（physicalpresence）」を持た
ない場合、登記の必要はありません。

会社を設立した場合は、法人設立手続きの一環とし
て、企業登記局に登記する必要があります。

外国企業の英国事業所
英国外に設立された企業（「外国企業」）は英国内に
「事業所（establishment）」を設立することができま
す。事業所には2009年外国企業規制法（Overseas
CompaniesRegulations2009：2006年会社法に規
定）が適用されます。
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英国事業所の登記
外国企業が「恒久的かつ物理的な存在（permanent
physicalpresence）」を英国内に設立した場合は、
設立後1か月以内に企業登記局に登記しなければなり
ません。

登記の事前許可は不要ですが、一部の用語や表現の企
業名への使用には制限が課されます。企業登記局への
正式な登記申請前に、希望する企業名が企業登記官に
受理されるかどうかについて助言を得ることが推奨さ
れます。

事業所を設立する外国企業は企業登記局に正式な登
記申請書および以下の書類を提出する必要がありま
す。

• 定款の謄本一部

• 直近の財務諸表の写しを一部。ただし、日本の法律
により財務諸表の作成、監査および開示が義務付け
られている場合に限られる。

英国事業所 英国現地法人 

企業形態

注：「英国事業所（UK Establishment）」は、会社法および外国企業規制法で使用される法律用語。「恒久的施設（Permanent Establishment）」および「駐在員事務所（Representative Office）
」は税務用語。基本的に英国では、恒久的施設は課税対象だが駐在員事務所は非課税である。

恒久的施設 駐在員事務所

英国における典型的な企業形態
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上記書類の原本が英語以外の言語で作成されている
場合は証明書付の英文翻訳を提出する必要がありま
す。

登記申請書（UKEstablishmentRegistrationForm
(OSIN01)）には以下の内容を記載します。

• 当該企業に関する詳細（企業名、商号（企業名と異
なる場合）、登記番号、所在国、準拠法、法的な組
織形態、資本構成および法定財務諸表提出義務の
有無）

• 取締役および会社秘書役に関する詳細（氏名、住
所、業務提供場所（該当する場合）およびその他の
個人情報）

• 当該英国事業所の所在地、事業開始日および事業
概要

• 当該企業の代わりに公的文書を受領するよう選任さ
れた英国居住者（個人）がいる場合は当該代理人に
関する詳細

• 当該企業の英国事業所の代表者（居住地を問わな
い）に関する詳細

登記には登記料の支払いが必要です。現在の登記料
は、約5営業日以内に登記を完了する場合は20ポン
ド、即日登記の場合は100ポンドです。

必要書類が受理されると英国事業所は登記され、企業
登記局から設立証書が発行されます。設立証書は登記
の事実を証明するもので、当該外国企業およびその英
国事業所の登記番号が記載されています。

英国事業所の継続義務
企業登記局に事業所を登記した後、当該企業は毎年、
企業登記局に年次財務諸表を提出しなければなりま
せん。

企業登記局への提出が求められる（また、その他の調
査で開示される）のは当該企業全体の財務諸表であ
り、英国事業所の事業のみに関する財務情報ではあり
ません。書式および内容に関する規定は企業により異
なります。日本において作成、監査および開示が義務付
けられている企業は、その作成／監査／開示が義務付
けられている財務諸表を提出しなければなりません。
ただし、金融機関の英国事業所は、財務諸表作成およ
び報告に関する規則が若干異なるので注意が必要で
す。金融機関の英国事業所に適用される規則に関する
説明は本ガイドには含まれていません。

変更（当初提出した登記申請書記載内容の変更を含
む）があった場合は所定の書式で企業登記局に届出な
ければなりません。届出が必要な変更例としては、取
締役詳細、住所、企業名または定款の変更等が挙げら
れます。

企業登記局への法定財務諸表の提出や変更の届出は
一定期間内に行わなくてはなりません。各期限につい
ての情報は企業登記局のウェブサイトで確認すること
ができます。

恒久的施設（permanentestablishment：「PE」）と
みなされる英国事業所は、英国税務当局に課税対象
企業であることを通知し、税務申告を行う義務があり
ます。詳細は本ガイドの「課税」に関する項をご参照く
ださい。
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英国現地法人
英国での会社設立に関する規定は2006年会社法
に定められています。法人の形態にはいくつかあり
ますが、外国企業の英国子会社は公開会社（public
company）か非公開会社（privatecompany）かを
問わず、有限責任株式会社の形態を取ることがほとん
どです。

公開会社と非公開会社の主要な相違は以下の通りで
す。

• 株式を公募し、認可された証券取引所に上場するこ
とができるのは公開会社のみ。非公開会社は株式公
募ができない。

• 法定財務諸表の提出や報告および資本規制等に関す
る義務については、公開会社には非公開会社より厳
格かつ広範な法定要件が課される。

• 公開会社は最低資本金制度に基づき、最低12,500
ポンドまたはユーロ相当額の払込資本金（額面資本
金5万ポンドの4分の1以上の額）を有していなけれ
ばならない。非公開会社に最低資本金制度は適用さ
れない。

外国企業が英国に子会社を設立する場合は通常、非公
開会社として設立されることが一般的です。ただ、近
い将来、株式上場または株式／債券公募を行う予定が
ある場合は公開会社として設立される方がよい場合が
あります。

有限責任会社（limited company）の登記
登記の要件は公開会社および非公開会社ともほぼ同
様です。登記書類は書面または電子のいずれの形式で
もよく、法定手数料（現行は通知方法および審査日数
により12～100ポンド）を添えて企業登記局に提出し
ます。企業登記局による審査、承認を経て設立が有効
となります。

企業登記局に（法定手数料を添えて）提出しなければ
ならない書類は以下のとおりです。

• 定款の草案

• 書式IN01。希望する企業名、当初役員（取締役およ
び会社秘書役）の詳細、登記上の住所および当初資
本金額を記載。また、2016年6月からは、情報開示の
透明性を目的として、当該企業を支配する者または当
該企業が含まれる企業グループを究極的に支配する
者を開示しなければならなくなったため、当該企業の
資本または事業活動に重要な支配力（直接か間接か
を問わない）を有する個人の詳細も記載する。

電子登記の場合、様々な書類に署名する手間は省け
ますが、セキュリティ上の理由から特定の取締役から
の確認書提出が求められます。

登記が終わると企業登記局から登記名および登記番
号が記載された設立証書が発行されます。これをも
って正式な法人設立が完了します。
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英国法人の継続義務
登記が完了した英国現地法人は以下を含む様々な義
務を負います。

• 一定の法定名簿の保管（株主名簿、取締役名簿等）
及びPSC（重要な支配者ないし企業に重要な影響を
与える者）名簿の保管

• 登記上の事務所の維持

• 取締役の就退任および個人情報の変更、株式の追加
発行ならびに企業の定款または企業名の変更等の変
更が生じた場合の企業登記局への届出

• 年次確認書（登記上の住所、主な事業内容、取締
役、資本金、および株主および”PSC(s)”（該当ある
場合）に関する記載を含む）の企業登記局への提
出。本申告は2016年6月から簡素化され、電子確認
に切り替わることになりました。

• 年次法定財務諸表の作成および企業登記局への提
出。形式および内容は企業の形態（公開会社か非公
開会社か）、事業規模、当該企業が属する企業グル
ープ、事業の性質および関連する規制要件により異
なる。

また、英国法人は英国税務当局に対しても継続的な
義務を負います。本件については本ガイドの「課税」
の項で説明します。

会計、税務および監査に関する要件
公開有限責任会社（publiclimitedcompany）は、年
次財務諸表をその他詳細書類と一緒に企業登記局に
提出し、情報を公開しなければなりません。中小企業（
以下*を参照のこと）以外の企業の財務諸表には、取締
役が署名した損益計算書および貸借対照表、監査人が

署名した監査報告書、取締役または会社秘書役が署名
した取締役報告書および財務諸表注記が含まれていな
ければなりません。公開会社は規模を問わず、中小企
業とはみなされません。

非公開有限責任会社（privatelimitedcompany）に
も原則、公開有限責任会社と同様の規定が適用されま
すが、中小企業には特別な規定が設けられています。

英国企業は、EU版国際財務報告基準（International
FinancialReportingStandards：「IFRS」）または財
務報告評議会会計委員会（UKAccountingCouncil
oftheFinancialReportingCouncil）が策定した
財務報告基準（FinancialReportingStandards：
「FRS」）100、FRS101およびFRS102に基づき財務
報告を行うことが求められています。

多くの中小企業は、FRS102セクション1Aの開示減免
規定が適用可能です。

2016年1月1日以降に開始する事業年度からは、EU会
計指令（EUAccountingDirective）が適用されるこ
ととなった結果、英国の法令が改正され、中小企業の
区分基準の閾値が大幅に引き上げられました。

英国における法令及び関連基準はEUの会計および監
査の基準の要求事項を反映しており、そのため、政府
および／またはFRCが当該英国の法令及び基準等の変
更を提案しない限り、英国がEUを離脱した後も引き続
き、当該EUの基準の要求事項が反映された法令及び
基準等が適用されます。

*中小企業とは以下の両方の条件を満たす企業をいいます。

従業員数が500人未満。

年間売上が100百万ユーロ以下および・または貸借対照表上の総
資産額が86百万ユーロ以下。
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5.課税
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英国税制の遵守は英国で事業を行う企業の義務
英国で最も重要な租税は主に以下の通りです。　

• 企業の利益に課される法人税

• 付加価値税（ValueAddedTax：「VAT」）（売上に
関わる税）

• 源泉税（PayAsYouEarn：「PAYE」）および国
民保険料（NationalInsuranceContributions：
「NICs」）

源泉税（PAYE）は従業員の所得に課される税で、雇用
主が支払額から控除し、税務当局に納めます。国民保
険料（NICs）は社会保険料で、従業員および雇用主の
両方に支払義務があります。従業員が負担する国民保
険料（NICs）は雇用主が給与から控除し、従業員およ
び雇用主の両方の負担額を源泉徴収税（PAYE）と合わ
せて税務当局に支払います。

英国租税に関する基本情報は英国税務当局（Her
Majesty’sRevenueandCustoms：「HMRC」）の以
下のホームページに掲載されています。
www.gov.uk/business-legal-structures/limited-
company
www.gov.uk/government/organisations/hm-
revenue-customs/services-information

法人税
企業は課税所得に対して法人税を支払います。課税所
得とは企業が年次財務諸表に計上した利益の金額に一
定の調整を加えた額です。これらの調整には例えば、
研究開発税制や設備投資促進税制など、例えば英国
の様々な税制優遇措置による調整が含まれます。

研究開発税制
大企業および中小企業*の研究開発費には税制優遇
措置が適用され、大企業には適格研究開発費用の
130％の額の損金算入が、中小企業には225％の損金
算入が認められます。損金算入のための十分な所得が
ない中小企業は、当該事業年度の欠損金の額に基づ
き、追加損金算入額の14.5％相当額を上限として現金
還付を受けることができます

また大企業は、適格研究開発費用の11％の税額控除
を認める「研究開発に係る税額控除（above-theline
R&Dtaxcredit）」の適用を受けることができます。
研究開発に係る税額控除は前述の損金算入制度との
選択適用が認められていましたが、損金算入制度が
2016年4月1日に廃止されたため、以降は税額控除制
度のみとなりました。法人税の発生しない企業には、研
究開発要員のPAYE・NICの額を上限とする額が現金
で還付されます。

*研究開発税制における中小企業とは、従業員数が500人未満で、かつ、以下のいずれかの要件を満たす会社を言います。

年次売上が100百万ユーロ以下

貸借対照表上の総資産額が86百万ユーロ以下。

会社がグループに属する場合、上記の閾値はグループごとに適用されます。
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知的財産（パテントボックス制度）
パテントボックス制度とは、適格とされる特許に帰属
する所得に法人税の標準税率の20%ではなく、10％で
の課税を認める制度です。当該制度の適用を受けるに
はまず、適格な特許を保有していることを証明しなけ
ればなりません。適格な特許の例としては、英国知的
財産局（IntellectualPropertyOffice）や欧州特許局
（EuropeanPatentOffice）から付与された特許権が
挙げられます。さらにその上で、制度の適用条件を満た
していることを示さなければなりません。また、本制度
の適用を受けるには、適用する旨の申請を行わなけれ
ばなりません。

本制度の対象となるのは適格な特許権に帰属する全世
界所得です。10%の優遇税率が適用される所得金額
を算定するためには詳細な計算を行わなければなりま
せん。

英国のパテントボックス制度は、英国における技術革
新やその実用化を奨励し、それらに対して優遇措置を
施すことを目的としています。

経済協力開発機構（OrganizationforEconomic
CooperationandDevelopment：「OECD」）がパテ
ントボックス制度などの無形資産優遇税制を見直した
結果、これらの制度は英国およびその他の国々で見直
されることとなりました。英国では2016年6月30日をも
って現行のパテントボックス制度の新規適用は終了しま
す。ただし、一部企業には除外規定が適用され、現行制
度が継続適用されます。

新しいパテントボックス制度は2016年7月1日から施
行され（一部企業には現行制度が引き続き適用されま
す）、優遇税率が適用される所得金額に該当するため
の一定の要件が追加されます。大まかにいうと、新制度
では、知的財産に係る開発、ライセンス供与または取得
に係る費用に基づくネクサス・アプローチが適用され、
優遇措置の対象となる範囲が制限されます。したがっ
て、2016年7月1日以降、パテントボックス制度の適用
を選択する企業は、適用対象となる所得額を算出する
ため、知的財産および研究開発に関する費用を記録し、
それらの費用を個々の知的財産・製品・製品群に紐づ
けしなければならなくなります。

法人課税

英国現地法人 英国事業所

法人税は、原則として、英国法
人に帰属する全世界所得に課
される。例外として、例えば、
外国支店の所得を英国課税か
ら除外することができる。英国
は多くの国と租税条約を締結
している。

恒久的施設（permanent　　
establishment：「PE」）

駐在員事務所

英国に帰属する所得に対しての
み法人税が課される。

外国企業は英国では課税対象
外であり、英国で法人税を課さ
れない。ただし、利子や賃貸料
等の所得を英国で稼得した場
合は、所得税を課される場合
がある。
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固定資産売却から生じたキャピタルゲインは、一定の
非課税規定が適用される場合を除き、通常の法人税の
所得計算に含まれ、事業所得に対する税率と同率で課
税されます。

税率
法人税の標準税率は20%（2015年4月1日から適用）
ですが、2017年4月1日からは19%、2020年4月1日か
らはさらに17%に引き下げられる予定です。

欠損金
企業に生じた事業場での欠損金は以下のいずれかの方
法で利用することができます。

1. 同事業年度に計上した事業所得以外の所得と相
殺。

2. 繰戻し（一年間のみ可能）を行い、前年度のすべて
の種類の所得と相殺。

3. 翌年度以降に繰越し、損失が生じた事業と同一の
事業から生じた所得と相殺。2017年4月1日以降に
生じた損失については、これが生じた事業の区分
に関わらず、所得と相殺が可能。ただし、2017年4
月1日以後は、£5millionを超える所得については、
繰越損失の使用がその50%までに制限される。な
お、法人の株主の変更があり、その前後3年以内に
事業の性質や内容に重要な変更がある場合は繰
越欠損金の使用が制限されることがある。

4. グループリリーフ（grouprelief）制度により、当該
事業年度に計上した欠損金をグループ内で相殺す
ることも可能。なお、2017年4月1日より、繰越損失
をグループリリーフ制度によりグループ内の法人に
移転することも可能。グループリリーフ制度では、
英国会社または英国PEの欠損金をグループ内の他
の英国会社または英国PEに移転し、当該他の英国
会社または英国PEが使用できる。（一般に、一方の
会社が他方の会社に75%以上所有されている子会
社である場合、または二つの会社が同一の親会社
に75％以上所有されている場合、当該二つの会社
は英国グループ会社とみなされる。）

HMRCへの申告義務
外国企業の英国子会社または英国PEは、事業開始後
3か月以内に所定の基本情報をHMRCに提供しなけれ
ばなりません。

法人税務の申告書は毎年、事業年度末から12か月以
内にHMRCに提出しなければなりません。申告は電子
申告で行わなければならず、財務諸表と共に所定のフ
ォーマット（in-lineExtensibleBusinessReporting
Language：「iXBRL」)で作成する必要があります。

大企業は法人税を四半期ごとに分割して支払い、最初
の納税は事業年度末より前に納付する必要がありま
す。小規模企業は事業年度末から9か月と1日までにに
納税しなければなりません。

納税が遅延した場合、HMRCからペナルティーおよび
本税に係る利子を課される場合があります。
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移転価格税制
英国の移転価格税制においては、関連者間（例えば、
国外のその英国子会社との間等）で行われる取引は独
立企業原則に基づいて行われなければならないと定め
られています。当該税制に基づき、関連者間取引の条
件および価格は非関連者間で行われた場合と同様でな
ければなりません。

上記規定は英国内取引にも適用されます。

関連者間取引価格が独立企業間価格でない場合、法
人税の計算をする上で価格調整が求められる場合が
あります。

税源浸食と利益移転（base erosion and profit 
shifting：「BEPS」）
経済協力開発機構（OrganizationforEconomic
CooperationandDevelopment：「OECD」）および
G20各国（英国を含む）は、2013年に税源浸食と利益
移転（baseerosionandprofitshifting：「BEPS」）
に関する行動計画を発表しました。　

現行の各国の税制および国際税制は取引・事業モデル
のグローバル化に対応しきれておらず、特に既存の規
定では企業による税率や税制の濫用を取り締まれてい
ないという懸念があります。行動計画はこのような懸
念に対処することを目的としています。

これらの行動計画には、租税条約やOECD移転価格ガ
イドライン等の国際税制の改正や国内法に反映すべき
OECDからの税制に関する提言が含まれる予定です。

2015年10月5日付で行動計画における13の最終報告
書が発表されましたが、今後、一定の項目については更
に議論が行われます。また、二国間租税条約に代わる
枠組みとなることが期待されている多国間協定は2016
年末までの合意を目途に議論が行われています。

合意済みのBEPS行動計画は2016年以降、各国で順
次実施されています。

雇用に関する税務
源泉税（PAYE）および国民保険料（NICs）
英国に居住または勤務する「移住者（migrants：英国
政府の用語で英国への移住を許可された個人）」の所
得は課税されます。個人が英国居住者に該当するか否
か（また、その場合はスコットランド居住者またはそれ
以外の居住者なのか）の判定は法令に基づいて行われ
ます。英国居住者は原則、全世界所得について所得税
を課され、英国で働く非居住者は、英国で行った業務
に帰属する所得について課税されます。（ただし、当該
所得が租税条約に基づき非課税となる場合を除きま
す。）同時に国民保険料（NICs）も課されますが、英国
駐在中も英国外の社会保険に加入している従業員は当
該保険料の支払いを免除される場合があります。

英国では、PAYE（PayAsYouEarn）と呼ばれる源泉
徴収制度が採用されており、雇用主もしくは英国で駐
在員などを受け入れる企業は、従業員の所得からの源
泉徴収およびHMRCへの納税に加え、源泉税（PAYE）
に関する情報をHMRCに報告する義務があります。

また、従業員に付与される一定の福利厚生（社用車の
私的利用や民間医療保険料の企業支払等）も所得税
の対象となります。雇用主は従業員に、1年間の総所得
および源泉徴収額を記載したP60というフォームを発
行するのに加え、まだ税額を徴収していない福利厚生
の明細をP11Dというフォームを発行し、HMRCに申告
しなければいけません。
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「短期目的」（2年以下）で英国に駐在する移住者は、
以下を含む一定の経費について所得税軽減措置を受け
られる場合があります。

短期勤務地とみなされる英国での宿泊費

短期勤務地とみなされる英国での生活費および通勤
費

英国に本籍（domicile）のない個人は、英国外の所得
および資産について優遇措置を受けられる場合があ
り、以下の所得等に対する課税が免除されます。

英国外での勤務日数に係る給与所得（3年を上限とす
る）

従業員が本国と英国を行き来する際の航空運賃（規定
の範囲で同行する家族の航空運賃を含む）。

本籍（domicile）と居住地（residence）の定義は異な
ります。

特に免除と規定されている場合を除き、短期目的で英
国に派遣されている個人も全所得内容を開示した年次
個人所得税申告書を作成し、HMRCに提出しなければ
なりません。

個人が短期目的で、欧州経済領域（European
EconomicArea：「EEA」）およびスイス以外の租税条
約非締結国から英国に派遣されている場合は、就労開
始から52週間分の社会保険料（NICs）が免除される場
合があります。

移住者とみなされる従業員の雇用主が考慮すべき税
務上の問題
英国に法人または事業所を設立する際は、移住者とみ
なされる従業員に関する様々な課題を考慮しなければ
なりません。主な課題は以下の通りです。

源泉税（PAYE）および国民保険料（NICs）に関する規
定の遵守

派遣する従業員にとって節税効果の高い住居および給
与パッケージの提供

商用ビザで英国に来る場合の諸問題や業務内容がビ
ザの許容範囲に収まっているか否か

英国外居住者が英国で業務を行う場合の税務上の影
響

従業員がHMRCに年次所得税申告書を提出するため
の情報提供支援

VAT
VATは英国の消費税／売上税に該当します。VATの対
象となる物品・サービスの提供は課税対象取引として
取扱われ、VATの対象とならないものには、ゼロレート
取引及び非課税取引が含まれます。

VAT登録
原則として、過去12か月における課税対象売上高が
£83,000を超える事業者は、HMRCに対してVAT登録
を行う必要があります。その他、VAT登録に関しては以
下のルールが存在します。
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将来にわたる30日の期間において、課税対象売上高が
当該閾値を超えると見込まれる事業者は、VAT登録を
行う必要があります。なお、リバースチャージ制度にお
いては、英国国外の事業者から受ける一定のサービス
の提供がサービスの受領者において課税対象売上相当
として取扱われるため、リバースチャージに係る金額も
含めたところで、当該閾値を超えるかどうかを判定する
必要がある点に留意が必要です。

閾値を超えていない（そして登録を必要としない）事
業者であっても、自主的にVAT登録を行うことができ
ます。

将来的に課税対象売上高が発生すると見込まれる場
合に、「Intendingtrader」としてVAT登録を行うこと
も可能です。これにより、事業のために支出した金額に
係るVATの還付を受けることができます。

売上に係るVAT
VAT登録事業者は、課税対象取引の売上に対して適切
な税率によるVATをチャージする必要があります。標
準税率は20%ですが、一定の取引には異なる税率が適
用されます。

仕入に係るVAT
VAT登録事業者は、他のVAT登録事業者から仕入れた
課税対象取引に係るVATの控除・還付請求を行うこと
ができます。しかしながら、一定の非課税取引を行う
事業者は控除・還付の金額に制限が課される場合が
あります。

VATの納付又は還付
売上に係るVATと仕入に係るVATの差額は3か月ごと
（毎四半期ごと）に、事業者がVAT申告書をHMRCに
提出することによって精算されます。詳細は以下もご参
照下さい。www.gov.uk/business-tax/vat

Brexitの影響
VATは、VAT指令・規則（VATDirectivesand
Regulations）により規定され、各国国内法に落とし込
まれ、さらに、CJEU等の判例に基づいて、「欧州域内
調和の取れた実務が行われている」とされています。従
って英国のEU離脱（Brexit）の影響を最も受ける可能
性がある税目の一つです。Brexit後は、税率や非課税
取引・ゼロレート取引の範囲等の決定において、柔軟な
設計が可能とななり、また、EU諸国との取引（Trade）
が、輸出入取引として取扱われることに留意が必要と
なります。

関税
現在、税関はEUの法令によって規制されており、関税
はEU域内への商品の輸入に課せられたEU全体の税金
です。EUは共通の関税率を導入しており、EU域内のど
こへ輸入が行われたかに関わらず、輸入に課される関
税の額は同一であるということを意味しています。

現行の関税規制は、分類・原産国・査定価格という3つ
の柱によって構成されています。
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輸出入者は法律によって、関税の法令に準拠する必要
があり、そうでない場合には罰則や、関税減免の権利
を失う等のリスクに晒されることになります。

通関時の輸入品の分類によって関税率は決定され、こ
の税率は0%から最大85%の範囲に及びます。

EUでは、特定の国を原産国とする商品が、特定の契約
の条件下で輸入された場合において、低い関税率を適
用することができるため、輸入品の原産国もまた、支払
われる関税金額に影響を与えます。

関税は通常、CIF（すなわち、商品の代金に輸入保険料
および運賃を加えた金額）を基準として計算される税
率ですが、関税の法令は、特定の費用を商品代金から
除外、または追加することを許可しています。

また輸入業者は繰延または支払延期など、多くの関税
の減免措置の利用が可能です。

Brexit後は、税関を管理する権利は英国に戻ります。こ
れは恐らく、現行の関税をコントロールするEU指令、
規則および理事会の決定に取って代わる英国の法令
が必要となることを意味します。現行のEUの規定を国
内法として制定する可能性がある一方で、これまで英
国がEUの規定の一部に異議を唱えていたことから、
いくつかの変更が加えられる可能性が示唆されていま
す。企業が直面するであろう関税関連の最大の変更点
は、EU諸国との貿易が輸出入として認識されることに
なると予想されます。英国のEU離脱交渉の結果によっ
ては、EU加盟国との商品流通に際し、関税の支払義務
が生じることも考えられます。

課税に関するその他の事項
地方分権
一定の税目に対する権限はスコットランド議会、ウェー
ルズ議会および北アイルランド議会に移譲されていま
す。これにより、スコットランドで適用される税率が英
国所得税率とは異なってくる可能性があります。また、
北アイルランドの一定の所得にも英国標準法人税率と
異なる税率が課される可能性があります。
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6.人の異動と入国管理
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英国に会社設立または就労を希望する日本人は渡
航前にビザの取得が必要
入国管理に関する制度や方針は度々改正されるため、
英国に拠点を開設する外国企業は、専門家の助言を得
ることが強く推奨されます。英国のビザおよび入国管
理に関する主要な規定は以下の通りです。

ポイント制に基づくビザ発給
英国への移住を許可された個人は英国政府の用語で
「移住者」（migrants）と呼ばれます。

2008年以降、英国政府は移住労働者の入国をポイン
ト制（points-basedsystem：「PBS」）で管理してお
り、一定のポイントに満たない移住者はビザを取得する
ことができません。本制度は、EEAおよびスイス以外の
国の全ての個人に適用されます。

PBSの資格要件は移住者の種類によって異なります。
現在、移住労働者は5つの区分または「階層」に分類さ
れ、このうち英国での会社設立または就労を希望する
個人および英国への従業員派遣を希望する外国企業
に最も関係が深いのは第1階層および第2階層です。

第1階層：高度技術移住者
第1階層のビザは、以下のサブカテゴリーに該当する申
請者が英国に入国するための個人ビザです。本階層の
ビザに雇用主の制限はありません。

第1階層　投資家ビザ：200万ポンド以上の自己資金
を保有する海外投資家を対象とします。200万ポンド
は英国国債ならびに能動的な事業を行う英国企業の
株式または債券等に実際に投資されなければなりま
せん。

第1階層　起業家ビザ：英国で会社設立または企業買
収を行い、企業経営に能動的に関与する起業家を対
象とします。20万ポンド以上の資金調達が可能である
こと、または金融行動監視機構（FinancialConduct
Authority）の規制下にある認可済ベンチャーキャピ
タルファンド、特定英国起業家向けシードファンドもし
くは英国政府機関から資金提供を受ける場合は5万ポ
ンド以上の資金調達が可能であることが条件とされて
います。資金は英国企業に直接投資されなければなり
ません。
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海外犯罪経歴証明書
2015年9月1日以降、第1階層の移住者または第1階層
ビザ申請者の成人被扶養者（18歳以上）については、
申請日前10年の間に12か月以上継続して居住した国
の犯罪経歴証明書を提出することが義務付けられて
います。

第2階層：技術労働者
第2階層の移住者は英国での業務を依頼された技術労
働者です。本階層のビザを申請するには身元引受人が
必要であり、申請者に英国での職務を依頼する雇用主
が身元引受人に該当します。英国企業が移住者の英国
就労の身元引受人となる場合は、英国ビザ入国管理局
（UKVisasandImmigration）に身元引受人ライセ
ンス（sponsorlicense）の発行を申請する必要があり
ます。

第2階層の申請者には、雇用主が英国外の勤務地から
英国内の関連企業に転勤させる個人も含まれ、この場
合は、英国企業が身元引受人に該当します。ビザを申
請するには、申請前に同グループの英国外企業内で12
か月以上就労した経験がなければなりません。

PBSでは、申請者の資格、見込所得額、身元引受人、
英語力および公的資金にアクセスすることなく生活が
できる財源があることに応じてポイントが付与されま
す。

第2階層の申請者には最低所得額や英国滞在期間に関
して厳しい基準が設けられています。英国出国後、12か
月間の「入国禁止期間（coolingoffperiod）」が課さ
れる場合があり、その場合、英国出国後12ヶ月間は当
該ビザを申請することはできません。

各申請者の状況を十分に確認したうえで適切な種類
のビザを取得するため、渡航前（少なくとも4か月以上
前）に専門家からの助言を仰ぐことが推奨されます。

PBSに関する詳しい情報については以下をご参照くだ
さい。

www.gov.uk/uk visa sponsorship employers

PBS制度対象外のビザ
PBS制度の対象ではないビザを取得することも可能
です。

商用訪問者
いずれかの12か月の間の6か月間を上限として、商用訪
問者としての英国滞在が可能です。ただし厳格な要件
を満たさなければなりません。

当該ビザによる入国者は英国での雇用は認められず、
所得を受領することもできません。また、英国内でいか
なる生産活動を行うこともできません。現行の規定で
は、会議への参加および事実調査のみが認められてお
り、その他の活動を行った場合はビザ規定違反とみな
される場合があります。

英国当局は、必要に応じ商用訪問者の入国管理規制（
および税制）遵守取締りを強化することが予想される
ため、予定している活動が許容範囲に収まっているかど
うか確認することが推奨されます。

一部の国については、商用訪問者として英国に入国す
る際に毎回本国の英国大使館からビザ発給を受けな
ければならない場合があります。渡航前に最新情報を
確認することが重要です。
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単独代表者（Sole Representative）
PBS制度の対象ではないもう一つのカテゴリーが単独代表者です。外
国企業が英国に完全子会社を設立する際や英国支店の登録を行う際
にはこの方法でビザを取得することができます。

英国に既に支店、子会社または駐在員事務所を有する外国企業が単
独代表者のビザを取得することは認められていません。またこの他に
も厳しい要件が課されます。

当該ビザの発給を受けられるのは、英国外の企業から最初に派遣さ
れる外国人のみです。その後に英国に来る従業員は、単独代表者ビザ
以外（PBSの第2階層等）のビザを取得しなければなりません。

Brexit後、EEA国籍保有者に適用される新たな入国管理法
英国が正式にEUを離脱するまでの間、HomeOfficeは入国管理制度
に関して以下の事項の改定を発表する見込みです。

既に英国に居住しているEEA領域内の国籍保有者の法的扱い

アイルランド及び共通旅行区域(commontravelarea)の国籍保有者
の法的扱い

EEA領域外の国籍保有者の労働ビザの申請基準

EEA領域内の国から英国に商用目的で渡航する場合の法的扱い

英国の雇用環境
採用
採用時の選考過程等については法令が整備され、機会均等の原則
に基づき、募集職務に関する応募者の能力および適性に応じて公平
な選考が行われるようになっています。また、性別、人種、障害、性転
換、婚姻・シビル・パートナーシップ、妊娠・子供の有無、年齢、宗教・
信仰または性的指向を理由とする雇用主による従業員や応募者の差
別を防止する法令も整備されています。

雇用の権利および給与
雇用の形態や権利（通常の職員、有期雇用者・契約社員、パートタ
イマーおよび派遣社員等の権利を含みます）については、様々な
法令および判例法が整備されています。また、1998年最低賃金法
（NationalMinimumWageAct1998）に基づき、企業は従業員
に法定最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。2016年
4月以降、法定最低賃金（時給）は、21歳～24歳が6.7ポンド、18歳
～20歳が5.3ポンド、16歳～17歳が3.87ポンドです。また、25歳以
上の場合には、7.2ポンドの全国生活賃金（時給）が導入されていま
す。年金法により、英国の全ての企業は、一定の従業員を適格年金
制度に自動加入させることが義務付けられています。

労働時間
1998年労働時間規則により、18歳超の従業員は週48時間を超える
労働を禁じられています。ただし、オプト・アウト（適用除外）を行使し
て48時間超の労働を行うことを選択した場合または特別規定が適用
される業種で働いている場合は除かれます。

懲戒処分と解雇
企業から雇用契約を終了する場合は（契約書に定める条件に基づく
適切な通知を行わないと）契約違反による不当解雇として訴訟が提
起される可能性があります。人員余剰は正当な解雇理由の一つで、
従業員は2年を上限とする手当を受ける権利が法的に定められていま
す。
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7.事業の設立場所と物件
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英国に拠点開設を希望する際は立地や物件および
優遇措置の検討が必要
本項では、英国に事業拠点を開設する際に考慮すべき主なポイントを説明します。適切な立地および物件を選択
できるかどうかは事業の成否に大きく関わってきます。

以下の表は、立地候補になり得る主要都市のデータです。ロンドンは最大都市であり、多様なスキルを持つ人材が
最も揃いやすい場所ですが、費用は最も高くなります。したがって、先ずロンドンに本社を開設し、事業規模に応じ
てロンドン以外の主要都市にも拠点を開設するという選択肢もあります。ロンドン以外の場合、ロンドンよりも事
業コストが25%以上低くなる可能性があります。

立地選択における検討ポイント

事業の規模および労働力 当初予定する従業員数は？増員が必要なタイミングは？
必要なスキルおよび経験は？言語スキルは？
英国人従業員採用にあたり有利な立地は？

費用 給与や資産に係る費用は立地選択にとってどれくらい重要か？

生活の質 職員は事務所周辺に居住するか？近隣に相応の学校や大学があるか？家賃相場は？

顧客および競合他社との近接性 業界内で確立されている「拠点地域（hub）」に立地することの必要性は？

空港その他交通機関との連絡 従業員がグループ企業に出張（国内および海外）する頻度は？
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助成金および優遇措置
英国政府は対内投資を奨励しており、英国に投資また
は再投資を行う企業に様々な助成金を交付していま
す。助成金は通常、適格プロジェクトに対して地方政府
または英国政府から支給されますが、自動的に支給さ
れるものではなく、プロジェクトの正当性を立証しなけ
ればなりません。主な規定は英国政府が定めています
が、EUの規定や制限を受ける場合もあります。英国政
府からは、事業の規模、性質および立地に応じて主に
以下の分野に関する資金調達について助成金を受けら
れる可能性があります。

• 雇用創出（設備投資、研究開発および／または研修
に関連）

• 設備投資

• 研究開発（共同事業が対象）

• 研修（基本的に助成金の使途は自由。現行のEU規
定では従業員の研修費は50%、事務所の内装費およ
び雇用創出費は場所により25%を上限として支給さ
れる。中小企業ほど比率が高くなる傾向にある。）

金額には以下の上限が設けられています。

1.国家統計局（OfficeforNationalStatistics：「ONS」）による2012年中期人口統計
2.ONSによる2012年企業登記および雇用に関する統計
3.ONSによる2012年労働時間および賃金年間統計－全職業の職場分析
4.北アイルランド統計局（NorthernIrelandStatisticsandResearchAgency）

英国の各都市・地域

人口1 勤労世代の割合1 新卒者の割合1 金融業界に勤め 
る人の割合2

週給額
（グロスベース）3

グレートブリテン 61,881,400 64.2% 34.4% 6.0% £507.60

インナーロンドン 3,285,000 72.7% 55.9% 16.7% £708.80

バーミンガム 1,085,400 64.2% 27.6% 9.1% £507.90

リーズ 757,000 66.6% 35.1% 9.5% £479.30

グラスゴー 595,100 69.9% 40.3% 8.6% £501.70

マンチェスター 510,800 71.0% 37.4% 11.7% £509.00

エディンバラ 482,600 70.1% 56.1% 21.3% £536.80

ブリストル 432,500 68.1% 42.6% 11.7% £507.80

カーディフ 348,500 68.2% 38.2% 9.2% £485.70

ニューカッスル 282,400 68.7% 34.9% 6.5% £484.50

ベルファスト4 281,000 66.4% 32.0% 14.4% £481.90
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• 研修－法的義務を超える研修に係る費用の25%か
ら60％

• 設備投資－立地および規模により、適格対象プロジ
ェクトに係る費用の30%

• 研究開発－研究開発の性質および企業の規模によ
り、プロジェクト費用の25%から50%

いずれの場合も助成金額の比率は中小企業ほど高くな
る傾向にあります。中小企業とは、全世界の従業員数（
正職員ベース）が250名未満、かつ、全世界の総収入
額が5,000万ユーロ以下および／または貸借対照表上
の総資産額が4,300万ユーロ以下の企業です。

その他の主な助成金制度は以下の通りです。

雇用創出
英国の投資支援制度のほとんどは雇用の創出／保護
に関するもので、地域成長ファンド（RegionalGrowth
Fund）または先進製造サプライチェーン・イニシア
チブ（AdvancedManufacturingSupplyChain
Initiative）を通じて支給されます。地域成長ファンドも
先進製造サプライチェーン・イニシアチブも資金力のあ
る競争率の高い制度で、イングランドのみを対象として
います。ただし、ウェールズ、スコットランドまたは北ア
イルランドでも同様の制度が運営されている可能性が
あります。

• 地域成長ファンド

雇用関連投資を支援する、イングランドの代表的な
制度で、設備投資、研修および／または研究開発へ
の投資に支給されます。企業（中小企業および大企
業）が対象で、共同事業である必要はありません。大
企業の設備投資にはプロジェクトの場所に応じて支
給に一定の制限が課されます。最低助成金額は100
万ポンドで、通常のプロジェクト規模は400万ポンド
程度です。
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• 先進製造サプライチェーン・イニシアチブ

英国政府は、イングランドに競争力の高いサプライチ
ェーンを構築し、高価値の雇用を確保するために製
造業を支援しています。代表的な助成金制度は先進
製造サプライチェーン・イニシアチブで、世界トップレ
ベルの英国サプライチェーン実現と新たな大手サプ
ライヤーの英国誘致に貢献する研究開発、技術研修
および／または設備投資を対象とします。例として、
英国進出企業が英国拠点のサプライチェーンを構
築するための支援が挙げられます。最低助成金額は
200万ポンドで、共同事業にのみ付与されます。

エンタープライズ・ゾーン
エンタープライズ・ゾーン（EnterpriseZone）は、英国
への進出および英国での事業拡大を支援するための
特別地域で、当該地域の企業には簡素化された事業計
画手続や高速ブロードバンドが提供されます。英国全
体で30か所以上のエンタープライズ・ゾーンがあり、当
該地域に所在する企業は以下の優遇措置を受けること
ができます。

5年間の事業税（businessrates）免除（275,000ポン
ドを上限とする）

一定条件の下、工場および機械投資に係る資本控除率
を100%増額（2012年4月1日から2017年3月31日の
期間）

ただし、上記優遇は全ての業種に適用されるわけでは
ありません。（業績不振企業、鉄鋼業、造船業などには
適用されない場合があります。）
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事務所物件
英国の不動産市場は非常に進んでいます。通常、
物件を探す企業は公認不動産鑑定士（chartered
surveyors）と呼ばれる不動産の専門家から助言を受
けます。

価格や契約条件は交渉可能で、物件を購入することも
できますが、多くの企業は家主とのリース契約を選択し
ます。法人の一般的なリース期間は5年から15年で、当
初のリース満了日に契約を更新できる条件のリース契
約もあります。また、多くの場合、リース契約には定期
的に賃料を値上げする条項（rentreviews）が含まれ
ています。

空きビルまたはビルの一画が内装のないままリースさ
れ、事務所、会議室、受付およびIT通信システム等の内
装を入居者側で行うことも少なくありません。

また、物件の保守は入居者側で行うことが多く、リース
満了時に契約書に合意した程度まで原状回復してから
家主に返還します。

他の入居者との共有スペースの保守は家主が行う場合
があり、その場合は「サービス料（servicecharge）」
が請求されます。

その他、サービスオフィスといって事務所スペースを短
期間賃貸する仕組みがあり、入居者は、費用込の賃料
を支払うと家具およびIT機器を備えた事務所スペース
を即時に利用することができます。当座の仮拠点とし
て短期間入居し、その間に長期的な事業所戦略を立て
ることができますが、長期間使用する場合は長期リー
スよりも割高になります。

事務所の開設手続きならびに適正な契約条件および
柔軟なリース条件の交渉については公認不動産鑑定
士／不動産アドバイザーから助言を受けることができ
ます。
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立地選択における検討ポイント

規模および床面積 リース期間中の事業成長を予測する。

所有形態 英国のほとんどの企業は家主とのリース契約に基づき物件を賃借するが、
購入も可能。柔軟性を求める企業の間ではサービスオフィスの人気が高まっ
ている。

予算 リースの年間費用には以下が含まれる：賃料、地方税（事業用固定資産税：
「businessrates」）、家主に支払うサービス料およびビル保険料、公共料
金（電気代、水道料金等）ならびに保守費用。英国での履歴がない入居者は
リース開始時に家主から前金を請求される場合がある。前金の額は交渉可
能だが、12か月分の賃料にサービス料を加えた額が相場である。また、内装
のための初期費用および専門アドバイザーへの料金が発生する。

専門家からの支援 公認不動産鑑定士／不動産アドバイザー、弁護士、税務アドバイザー、建築
請負業者、内装業者およびプロジェクトマネージャー等を選ぶ際には適切な
専門家を選択することが重要である。

税務 不動産の購入またはリース契約を行う場合、買主は一度限りの土地印紙税
（StampDutyLandTax：スコットランドの場合はLandandBuildings
TransactionTax）を支払わなければならない。税額は物件購入額または賃
料により異なる。

事業用固定資産税（businessrates）と呼ばれる年間地方税も支払う必要
がある。

建築基準等 貸借人は建築基準および防火規定を含む職場の安全衛生に係る法規制を遵
守しなければならない。

入居までの期間 物件の選択からリース条件の交渉および契約、内装から入居に至るまでは
12か月以上を要する場合がある。最初から公認不動産鑑定士／不動産アド
バイザーを関与させると手続きを進めやすい。
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ステップ4

ステップ9

ステップ5
ステップ6

ステップ3

ステップ2

ステップ1

ステップ8

ステップ7

英国で事業を行う企業のほとんどは事務所を賃借しますが、物件購入も可能です。物件を自社保有する利点は資
産保有および透明性が高く、柔軟で安定した環境で成長を目指せる点です。

英国で資産を購入する場合の手順

通常、英国で物件を売買する際は、買主、売主がそれぞれの代理人としてアドバイザーを立てます。買主側のアド
バイザーは、物件探しおよび現地市場に関する専門知識を提供しますが、主な役目は顧客の取引を成立させること
です。また、円滑な取引成立のために弁護士その他の専門家との連携も行います。買主は、購入価額の1%に付加
価値税（金額は取引の規模による）を加えた金額をアドバイザーにフィーとして支払うのが一般的です。

• 適切な物件選択–買主側ア
ドバイザーのサポート。

• 完了－買主は支払を行う。こ
の時点で物件の名義は買主
に移る。

• 完了後－買主が土地印紙税
を支払うと物件は土地登記
所（LandRegistry）に登記
される。登記所はイングラン
ドおよびウェールズの土地所
有権を管理している。（スコ
ットランドおよび北アイルラ
ンドでも同様の手続きが行
われる。）

• 引渡し－両者が売買契約書
に署名。買主は前金（一般的
には購入価額の10%）を支払
う。この時点で取引が成立。

• 法務デューディリジェンス－
買主側の弁護士が不動産権
利証書を確認。買主側と売
主側、双方の弁護士が売買
契約書の詳細を詰める。買
主は並行して建物の調査を
依頼する。

• 購入申出前のデューディリジェン
ス–価格および市場分析を含む

• 購入申出–他に購入希望者
がいる場合は複数回入札が
行われる場合がある。

• 基本条件の合意-売主－買
主間で基本条件に同意す
る。両者合意後、その旨を
双方の弁護士に指示。物件
は「購入申出物件」と表示
される。

• 税務および財務に関するデュ
ーディリジェンス–潜在リス
クの洗い出し。物件が特別目
的事業体（SPV）に所有され
ている場合は税務・財務に
関するより詳細なデューディ
リジェンスが必要。
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不動産税および資本控除
英国の商業用不動産に投資する際は、不動産買収の評価のためにきちんとした税務デューディリジェンスを行うと
ともに、ストラクチャリングに関する助言を得ることが重要です。

英国は海外の不動産投資家すなわち非居住者企業が行う投資に特別な税制優遇措置を講じています。これらの
投資には主に以下のような優遇措置が適用されます。

英国投資資産売却に係るキャピタルゲインは非課税

「関連者」間債務や関連者マネジメントサービス提供を活用した課税所得軽減（ただし独立企業間と同条件の取
引であることが必要）

英国で商業用不動産を直接取得した場合は4%の印紙税が課税されるのに対して、企業の株式およびユニットトラ
ストを購入した場合は0.5％となる。

その他、英国不動産投資信託制度（UKRealEstateInvestmentTrust：「REIT」）の改正に伴い、機関投資家
およびプライベートエクイティファンドの不動産取引手段として英国REITの魅力は益々高まっています。

以下の図は英国不動産投資のメリットを示したものです。

成熟コミュニケーションは英語 
（世界共通言語）

透明金融の中心 ロンドン

流動性税制優遇

政情が安定賃料は上昇しても下降す
ることはない

法治国家通常、長期契約

英国不動産市場
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執筆者
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デロイト（Deloitte）は、クライアント、メンバーおよび社会のために「makinganimpactthatmatters」を実行
します。また、150を超える国・地域で活躍する225,000名のメンバーが、世界最高水準の監査、コンサルティン
グ、税務およびファイナンシャルアドバイザリーサービスの提供を通じて、クライアントの成長、競争力強化および
成功をサポートします。フォーチュン・グローバル500社の多くはデロイトのクライアントであり、これら企業の非
常に複雑な課題を解決するため、デロイトは洞察力に基づいた助言を提供します。また、資本市場に対する信用・
信頼の提供、経済成長の支援、将来に向けてのスキル構築・人材開発を通じて社会の繁栄に寄与します。

国際通商省（DIT)について

国際通商省（DIT:DepartmentforInternationalTrade）は、外国企業がダイナミックな経済を誇る英国に対し
て質の高い投資を行えるようサポートする英国政府機関です。英国は、企業が国際的なビジネスを行う上で欧州
一の環境にあります。DITはまた、英国に拠点をおく企業がグローバル経済で成功するためのサポートも行ってい
ます。

DITJapanは、企業の皆様にオーダーメードのサービスを提供しています。リレーションシップ・マネージメント、国
際貿易アドバイス、業界ネットワーク及びエコシステムへのアクセス、再開発投資等、英国進出・事業拡大に関する
あらゆる側面をサポートします。これらのサービスは秘密厳守・無償で提供しています。DITJapanは、英国大使館
（東京）と英国総領事館（大阪）にオフィスを構えています。各産業の専任スタッフが皆様の英国進出を全力でサ
ポートします。

デロイト（Deloitte）について
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デロイト（DELOITTE）について

Mohan Manuel
Leader of the Japanese Services Group
mmanuel@deloitte.co.uk
+44 20 7007 1838

Sharon Thorne
shthorne@deloitte.co.uk
+44 (0)20 7303 5709

国際通商省
investinuk.jp@fco.gov.uk
03-5211-1100
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Deloitte（デロイト）とは、英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイトトウシュトーマツリミテッド（”DTTL”）なら
びにそのネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびその関係会社のひとつまたは複数を指します。DTTLおよび各メン
バーファームはそれぞれ法的に独立した別個の組織体です。DTTLおよびそのメンバーファームについての詳細はHYPERLINK
“http://www.deloitte.co.uk/about”www.deloitte.co.uk/aboutをご覧ください。

DeloitteLLPは英国におけるDTTLのメンバーファームです。

本書の内容は一般的な事例に基づいており、特定の事例を考慮して書かれたものではありません。本書に書かれた原則の適用
にあたっては個別の状況に応じた検討が必要であり、本書に基づいて行動を起こすまたは起こさないかを判断する前に専門家か
ら助言を得ることを推奨します。DeloitteLLPは、本書に示された原則の適用に関して個別の状況に応じた助言を提供いたしま
す。DeloitteLLPは、本書の内容に基づいて行動を起こしたまたは起こさなかった結果生じる一切の損害について注意義務およ
び責任を負いません。

©2016DeloitteLLP.Allrightsreserved.（不許複製・禁無断転載）

DeloitteLLP（登記番号：OC303675、登記住所／電話・ファックス：2NewStreetSquare,LondonEC4A3BZ,United
Kingdom／+44(0)2079363000・+44(0)2075831198）はイングランドおよびウェールズに登記されたリミテッド・ラ
イアビリティ・パートナーシップです。

本書はデロイトロンドンのTheCreativeStudioが企画・制作しました。J13105-2

英国へようこそ  日本企業のための英国投資ガイド  | 




