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まえがき 

 

本書は、ロシアへの投資家の為にロシア市場の洞察、経済と税制の概要

をまとめ、会社形態、会計制度およびよくあるご質問に回答することを

目的として EY ロシアが作成したものです。ロシアは急速に発展してお

り、投資環境の改善とビジネスを行う上での法整備が進められていま

す。これはロシアの魅力である一方で、ビジネスをスタートする場合や

将来の意思決定において困難をもたらす要因でもあります。 

EYはアシュアランス、税務、ストラテジー・アンド・トランザクション

およびコンサルティングのサービスを全世界150ヵ国で28万4千人のプロ

フェッショナルによりサービスを提供しています。またロシアでは、    

9支店に3,500名のプロフェッショナルを配置しております。 

EYはロシアの実態について広範囲で深い知識を有し、ロシアにはじめて

投資を検討される企業および経験豊富な投資家をご支援可能です。 

 

このガイドは2020年６月時点の最新情報を反映したものです（本文中に

それ以外の日付が明記されている場合は、その日付けです）。 

 

ロシアにおけるビジネス遂行やより直近の法制や税制に関する最新動向

の情報についてはhttp://www.ey.com/russiaをご覧ください。 

 

 
EY 
Sadovnicheskaya nab., 77, bld. 1 
115035, Moscow, Russia 
Paveletskaya Pl., 2, bld. 2 
115054, Moscow, Russia 
Tel: +7 (495) 755 9700 
Fax: +7 (495) 755 9701 
 
  

http://www.ey.com/russia
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01. ロシアへようこそ 
 

 ロシア経済は、2015 年の原油価格の下落と地政学的緊張によって引き起こされた短期間の下落

の後に回復し、4年間にわたって成長を続けてきた。 2019年、国の実質国内総生産 GDPは 1.3％

増加。しかし、2020 年はコロナウイルスのパンデミックとそれに続く世界的な規制により、顧客

の支出が減少し、商品の需要が減少し、失業率が上昇。 

国際通貨基金（IMF）は、ロシア経済が今年 5.5％縮小し、2021年 1に 3.5％の成長を示すと予

測。経済活動の回復は、病気の蔓延を制御する政府の取り組みの成功と企業と国民を支援するた

めに発表された措置の成功に左右される。 

ロシア当局はすでに GDPの 2.8％に相当する支援策を実施 2。5月に発表されたいわゆる「第 3の

危機対策パッケージ」には、中小企業への税金および保険料の免除と、特別ローンが含まれてい

る。 EYの政府支援措置の追跡調査では、影響を受けた業界の企業、一般市民、銀行がこの困難

な時期を乗り越えるのを支援するためのイニシアチブが 600件以上にのぼった 3。 

ロシア政府と中央銀行の主要な業績は、パンデミックにもかかわらず、記録的な低水準のインフ

レを維持していることである。 2019年末の時点でインフレ率は 3％であったが、2020年 4月末

の時点では 3.1％を上回っていない。これは、ロシアの近代史の中で最も低いインフレ率であ

る。安定したマクロ経済状況により、価格や金利が急激に上昇することでロシアへの投資プロジ

ェクト価値が低下するというリスクがなくなり、企業は 5-10年先に自信を持って事業計画を立て

ることができるようになる。 

外国からの制約にもかかわらずロシアへの外国投資は引き続き増えている。他国からの直接投資

の流入額は 2019年上半期に 165億ドルに達し、2018年度全体のほぼ 2倍に達した。EYが実施し

たヨーロッパへの投資魅力調査によると外国投資家によってロシアで開始された新しいプロジェ

クトの件数は、2019 年は 191件に増加。世界の投資先国の上位 20 位のうち、ロシアは引き続き 9

位を維持。 

経済成長は、国がビジネスを行うための好ましい環境を構築

するのに役立つ。 2019年、ロシアは世界銀行の「ビジネス

のしやすさ」ランキングで 28位に上昇し、他の BRICS国お

よび他のほとんどの CIS国を追い越した。これは、ビジネス

に対する行政上の障壁が一貫して減少しつつあることを示し

ている。 

ロシアでは、優先的な社会経済開発地域（PSEDA）として知

られる新しいタイプの経済特区の設置を増やしている。これ

らの経済特区の居住者への優遇税制、簡素化された行政手続

き、その他の特権が与えられており、円滑なビジネス活動を

推進し、地域経済の発展を加速させることに貢献している。

ロシアでは 100件を超える PSEDAが設置されており、そのうちの 19件は極東地域にある。 

国の支援を得て設立された組織（RUSNANO 基金、Russian Venture Company、および Skolkovoイ

ノベーションセンターとサイエンスパーク）が、ロシアの技術進歩に寄与している。 Skolkovo

内では、テクノロジーパークと Skolkovo Institute of Science and Technologyのほか、情報、

 
1  IMF World Economic Outlook, April 2020, 
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020  
2 Vedomosti, 11.05.2020, https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/05/11/829961-tretii-
antikrizisnii-paket-mer  
3 https://www.ey.com/ru_ru/covid-19/list-of-government-support-measures  

1.3％  -   2019 年におけるロシア

の実質国内総生産（GDP）の増加 

 

28 位  -  世界銀行のビジネスのし

やすさ「Ease of doing business 

index」ランキング 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/05/11/829961-tretii-antikrizisnii-paket-mer
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/05/11/829961-tretii-antikrizisnii-paket-mer
https://www.ey.com/ru_ru/covid-19/list-of-government-support-measures
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生物医学、エネルギー効率の高い技術、原子力および宇宙技術の分野で革新的なプロジェクトに

取り組んでいる企業向けの 5つの産業クラスターが運営されている 4。 

税務執行の面では、ロシアは国際的な動きに歩調を合わせている。税務管理プロセスのデジタル

化により、連邦税務局は従来の税務調査業務から事実上解放され、企業や個人の税金計算の透明

性を高め、効率的に徴税するシステムを構築している 5。 

2019年 4月、下院は BEPS に関する OECD多国間条約を批准する連邦法を可決。これは、ロシアの

税源浸食と利益移転への取り組みに関する国際基準を導入した重要な一歩となった 6。 

 

  

 
4 The Skolkovo website, http://sk.ru/foundation/about/p/clusters.aspx 
5 Federal Tax Service, 29.10.2019, https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9195163/  

6 The Russian Centre of Competence and Analysis of OECD Standards, https://oecd-

russia.org/news/rossiya-v-beps-a-beps-v-rossii.html  

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9195163/
https://oecd-russia.org/news/rossiya-v-beps-a-beps-v-rossii.html
https://oecd-russia.org/news/rossiya-v-beps-a-beps-v-rossii.html
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02. ロシアのビジネス概況  
 

時間 
ロシアには 11の時間帯が存在する。首都モスクワは 

グリニッジ標準時間(GMT)+3時間になる。 

モスクワと CISの主要都市との時差は次の表の通り。  
 

都 市 名 時 差 

キエフ -1/0 

サンクトペテルブルグ 0 

バクー ＋1 

アルマティ ＋3 

ノボシビルスク ＋4 

ウラジオストーク ＋7 

 

モスクワと世界の主要都市との時差及び飛行時間は、        

次の表の通り。（    ）内は夏時間。 

出所:  http://www.timeanddate.com/ 
 

 

祝日 
現在の公式なロシアの祝日は次の通り。 

新年休暇 
1 月 1日～

6 日、8日 

ロシア正教のクリスマス 1 月 7日 

祖国防衛者の日 2 月 23日 

国際婦人デー 3 月 8日 

春と労働の日 5 月 1日 

戦勝記念日 5 月 9日 

ロシア国家主権宣言の日 6 月 12日 

民族統一の日 11 月 4日 

もしこれらの祝日が週末にあたる場合、通常、翌日が祝日となる。また、祝日が火曜日にあたる

場合、前日の月曜日も祝日となり、その前の土曜日か次の土曜日が営業日になるというのが慣例

である。年末年始の祝日が週末にあたる場合、その年内の別の日に振り替えられる。 

 

都 市 名 時 差 飛行時間 

ロンドン -3 (-2)  3 時間 50 分 

ニューヨーク -8 (-7)  8 時間 30 分 

パリ -2 (-1)  3 時間 45 分 

北京 ＋5  9 時間 45 分 

東京 ＋6 10 時間 25 分 

http://www.timeanddate.com/
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ロシアの法制度 
 

概要 
ロシアの法制度は大陸法系（成文法系）である。判例法の国と異なり、ロシアの主要な法源は立

法機関や行政機関が採択した制定法や規則である。 

ロシアの立法は全国（連邦）と地方に区分される。地方法令は連邦法令に従属する。 

連邦法はロシア連邦議会によって採択され、ロシア全土に適用される。中核的な法規は特別連邦

法、すなわち法典に成文化される（例えば、民法、税法、刑法、労働法、行政違反法、家族法、

土地法などである）。 

それ以外の連邦法は、諸法が定める規定をさらに詳しく定めたり（すなわち、一般的な指針に対

して具体的なルールを追加する。例えば、有限会社法（Limited Liability Companies Law）や株

式会社法（Joint Stock Companies Law）は、民法が定める一般的な規定に準拠して具体的なルー

ルを定める）、諸法で扱われていない事項に関する規定を定める（例えば、為替管理法、競争

法、ライセンス法など）。 

ロシア大統領は連邦法の施行に必要な特定の事項に関する命令（edict）を採択する。ロシア政府

は政令（decree）や規則を公布するが、それらは連邦法および大統領令に準拠していなければな

らない。 

次の法規階層に相当する国家行政機関（連邦の諸官庁）はそれぞれの権限内の事項に関する規則

を公布する（運輸省、連邦税務局、独占禁止局、 連邦税関局など）。 

地方法令は、環境法、行政法、住宅法など、憲法に基づき連邦と地方が共同権限を有する領域で

採択される（これに対し、刑法、財政制度、軍事事項など連邦が排他的権限を有する領域は除か

れる）。各地方の立法府が地方法を採択し、地方行政機関がその地域においてのみ法的効力を持

つ規則を公布する。 

ロシアの裁判所が下す判決は、特定の事件に関する決定とみなされ、公式な観点からすれば、ロ

シアの他の裁判所を拘束することはない（つまり、判例とはならない）。しかし実際には、判事

は他の裁判所の法的な立場を考慮に入れる。ロシア最高裁判所は、すべての商事裁判所や非商事

裁判所の指針とするために、法律の解釈や判例法の要約を目的とする特別法を採択することがで

きるが、新しい法規を制定することはできない。 

 

裁判所制度 
ロシアの裁判制度は普通裁判所と商事裁判所で構成されている。普通裁判所は個人が関係する事

案（民法、行政法、刑法の事案など）を取り扱うのに対し、商事裁判所は、税務上の請求、商業

契約に起因する請求、企業紛争など、法人や個人事業主のビジネス関係から発生する事案を取り

扱う。 

商事裁判所制度は 5審制の形態をとっている。第一審裁判所が下した判決は、4つの上訴審を 1

つずつ経由して上訴できる。すなわち、上訴人が連続する審級の 1つでも飛ばすと、それ以上上

訴する権利を失う。商事裁判所制度は以下のように構成されている。 

► 地方裁判所（第一審） 

► 上訴地方裁判所（第二審） 

► 巡回裁判所（第三審） 

► 最高裁判所商事部（第四審） 

► 最高裁判所最高会議（第五審） 

普通裁判所制度は事案の種類に応じて最大 6審で構成される。2019年には普通裁判所制度の大幅

改革が実施された。新たな上訴裁判所と破棄裁判所が設立され、特定の事案の管轄権が地方レベ

ルからそれらの新設裁判所に移管されたのである。 

普通裁判所と商事裁判所のどちらについても最高裁判所が最終審となる。 
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商事裁判所内では、第一審の手続きは通常 4ヶ月から 6ヶ月間続く。しかしながら、請求を商事

裁判所に提出する 1ヶ月前までに提訴前請求を提出することが義務付けられている。各上訴審の

手続きは、2ヶ月以上を要することはめったにない。 

商事裁判所への請求の提出に要する印紙税は最大 20万ルーブル（約 2,885US $）である。上訴申

し立ての手数料は 3,000ルーブル（約 43US $）である。 

第二審裁判所に控訴しなかった場合（控訴期間は 30日）、判決が執行される可能性がある。控訴

した場合は、第一審判決が第一審裁判所に差し戻された場合を除き、第二審裁判所が判決を下し

た後に判決が執行されることになる。 

当事者は商事紛争を商事仲裁に付すこともできる。ロシアでは、常設の仲裁機関およびアドホッ

ク仲裁の両方で商事仲裁が行われている。 

現在ロシアには、商事紛争を取り扱うことのできる仲裁機関として以下の 3つがある。 

► ロシア産業・企業家同盟の仲裁センター 

► ロシア現代仲裁協会の仲裁センター 

► ロシア商工会議所の国際仲裁裁判所 

海事紛争は、ロシア連邦商工会議所の海事仲裁委員会が審理することができる。また、スポーツ

関連の事項に関する仲裁は国家スポーツ仲裁センターによって取り扱われる。 

ロシアにおける国際仲裁機関はアドホック機関として扱われる。 

 

登録、証明および開示 
ロシアでは、特定の商行為や民事事項（civil state）は、一般の利用に供せられる国家登録簿に

正式に登録することを法律上義務付けられている。時には、国家登録が取引の執行可能性の必須

条件となることがある一方、義務的な開示の 1要素にすぎない場合もある。 

例えば、国家会社登記簿には、ロシアの法人、その設立者、CEO、株式資本、再編の状況に関する

情報が記載され、有限会社の場合には、その会社に出資持分を有する所有者や当該持分に対する

担保権に関する情報が記載される。会社は、（登記簿を管理する税務当局に申請書を提出するこ

とにより）そうしたデータを登記簿に登記しなければならず、さもないと、問題の情報が対第三

者との関係で有効性を持たなくなる。国家会社登記簿の抄本は、企業の現状およびその最高経営

責任者に関する正式の情報源とみなされる。誰もが一切の法人に関する登記簿抄本を請求するこ

とができる。 

知的財産（商標、発明、実用新案、意匠など）の国家登録簿には、権利保有者や登録が義務付け

られる担保権など、特定の知財資産に関する情報が記載されている。 

各種国家登記簿に記載される情報の大半が、フェドレスルス（Fedresurs）

http://www.fedresurs.ru/）と呼ばれる、一般に利用可能なウェブベースの特別登録簿（ロシア

語）に集約されている。データの一部は、国家会社登記簿の管理に責任を負う税務当局によって

入力されたものである。そこには、法人の設立、再編もしくは清算、CEOの交替、株式資本また

は住所の変更などの情報が含まれている。一部データ（ライセンスの発行、停止または取消、動

産の質権設定、財務諸表（公表が法律上義務付けられる場合）、純資産額などの情報）は企業自

身が入力したものである。開示の一部は特定の関係者の関心対象となる。例えば、保証人は保証

書の発行に対して、リース会社は資産のリースに対して、財務代理人はファクタリング契約に関

心を持つだろう。この義務に違反したとしても、関連する契約や保証、担保権の有効性に影響す

ることはないが、企業やその役員に対して行政上の罰則金が課される可能性がある。 

ロシアでは、公証人は法律文書や他の文書を証明（公証）する公務員である。ロシア法によれ

ば、特定の商行為、企業の決定および片務文書（委任状など）が法的有効性や執行可能性を備え

るには、公証人によって証明される必要がある。例えば、LLCの出資持分を移転するいかなる取

引もロシアの公証人による証明の対象となる（予備的および基本的持分売買契約（SPA）、選択

権、担保権設定を含む）。 
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不動産の権利の登記 
一部の例外を除き、不動産に対する権利は国家登記によってのみ発生する。すなわち、不動産の

所有権の登記は、当該不動産に関する一切の取引の実行に必要不可欠な前提条件をなす。また、

以下のように不動産に絡むほとんどの取引も登記しなければならない。 

► 所有権の移転を定めた売買契約およびその他の契約 

► 1年を超える賃貸借および転貸借 

► 企業の賃貸借 

► 地役権 

► 建設共同投資契約 

► 期間が 1年を超える土地区画の無償の使用権付与 

► 国家登記の対象となる一切の契約の譲渡 

国家登記された記録は、連邦登記・土地台帳・公図庁が管理する統一国家不動産登記簿（Unified 

State Register of Real Estate）に記載される。国家登記には、登記される権利や契約の種類に

応じて最大 12業務日を要する。その登記簿に記載されたすべての不動産に関する基本情報（地

域、完工日、権原保有者、担保権、制限など）は一般に公開されている。 

 

会社法 
ロシアの会社法では法人が (1) 営利法人および (2) 非営利法人の 2つの分野に分けられる。営

利法人には会社、パートナーシップ、および商業協同組合が含まれるが、未上場と上場の場合が

ある。非営利法人には基金、協会、エイジェンシー等が含まれる。 

法人は期限付き、または無期限にて登記できる。 

法人は該当の登記が法人統一国家登記簿に入力されたときに、設立されたと見なされる。 

個々の会社は、自社に関する一般情報を定め、自社の企業構造に関する一般原則および株主／出

資者の地位を律する定款を有していなければならない。定款およびその変更は総会の承認を受け

なければならない。定款は公開されない場合でも、国家会社登記簿に登記しなければならない。 

有限会社や株式会社などの会社は定款（法定）資本金を保持していなければならない。設立者

は、会社設立時の決定において当初定款資本金の金額、会社定款、最高経営責任者、登記住所な

どの事項を承認しなければならない（これに加え、設立者が 2名以上の場合は設立契約書の承認

も必要となる）。 

ロシア法では、株主が 1名の会社が別の会社の唯一の株主となる単独株主の構造は禁止されてい

る。 

 

有限会社（LLC）と株式会社（JSC）  
最も頻繁に利用される営利法人の形態は有限会社と株式会社である。株式会社のみが公開会社と

なれる。ただし、公開のステータスが会社名と会社定款によって直接示されていない限り、株式

会社は一般に非公開とみなされる。 

JSC（株式会社）の財務諸表は毎年外部監査人によって監査されなければならない（LLC（有限会

社）にはそのような義務はない）。 

有限会社の出資者は最大 50名である。株式会社の場合、株主数に制限はないが、非公開株式会社

の株主数が 50名を超える場合は、年次報告書と年次財務諸表の公表を含む追加的な義務が課せら

れる。 

有限会社の出資者に関する情報は国家会社登記簿で一般に利用可能となっている。また会社は、

出資者リストを社内で管理するか、連邦公証人会議所で管理されるよう手配しなければならな

い。国家会社登記簿と出資者リスト間に不一致がある場合、国家登記簿が優先する。当初設立者

を除き、株式会社の株主は登記簿に開示されることはないが、会社は専門的な公認登録機関を任

命して株主名簿の管理に当たらせなければならない。 
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有限会社の出資者は自身の出資持分を、他の出資者（および定款に定めがある場合、会社）が持

つ先買権に基づいてのみ、第三者から提示された価格または定款に定める価格で売却または移転

することができる。さらに、有限会社の定款に定めることにより、かかる第三者との取引につい

て他の出資者および会社の同意を得ることを義務付けたり、あるいはその取引を完全に禁止する

ことさえできる。有限会社の出資持分の移転を定めたいかなる契約も、ロシアの公証人の証明を

受けなければならない。 

株式会社の場合、先買権は標準的な法の原則ではないが、非公開株式会社の定款に定めることが

できる（公開株式会社の場合は、法律上特段の定めがない限り、先買権の設定は禁止されてい

る）。 

有限会社の出資者および株式会社の株主のいずれも、定款資本金に影響を与えず、かつ返却不可

能な会社の「資産への出資（contribution）」を行うことを法律上認められている。実際、こう

した出資は適法な対企業贈与の一形態である。資産への現物出資は、動産、他企業の株式、知的

財産および国債と地方債に限定されている。 

有限会社の出資者は特定の出口戦略の恩恵を受けることもできる。有限会社の定款で直接定めら

れている場合、出資者は、いかなる時点においても会社から「脱退」する権利を有する。脱退

は、会社へ適切な申請書を提出することによって実行され、会社や他の出資者の意志に左右され

ない。出資者が有限会社からの脱退を選択した場合、会社は出資持分を取得し、財務諸表に示さ

れた会社の純資産価値に対する相応の比率として計算された自身の持分の「実際の価値」を 3ヶ

月位内に当該出資者に支払う必要がある。株式会社の場合、脱退は株主の選択肢に含まれていな

い。 

 

定款資本金 

有限会社および閉鎖型株式会社の定款資本金の最小額は 10,000ルーブル（（約 US $ 144）であ

る。他方、公開型株式会社の定款資本金の最小額は 100,000ルーブル（約 US $ 1,442）である。

定款資本金の上限は制限ない。 

有限会社の定款資本金は登記より 4か月以内に払い込まれる必要がある。閉鎖型株式会社（JSC）

の定款資本金の 50%は登記後 3ヶ月以内に払い込まれ、残りの 50％は登記から 1年以内に払い込

まれる必要がある。 

会社設立後、出資者／株主の金銭出資または現物出資により定款資本金を増額することができる

（資産への現物出資と同一の制限が適用される）。ただし、当初定款資本金が全額払い込まれて

いることが条件となる。有限会社の場合、増額は、出資持分の一部または全部の額面価額の引き

上げによって実行されるのに対し、株式会社の場合は、株主は株式の追加発行または発行済株式

の額面価額の引き上げのいずれかによって定款資本金の増額を決定することができる。（株主／

出資者に対する債務の相殺によって資本金が払い込まれている場合）、債務の株式化は認められ

ている。定款資本金の増額や減額の決定は総会の承認を受けなければならない。 

LLC の場合、定款資本金は出資者の数と同じ数の持ち分に分割される。  

各出費者には、定款資本金への出資額に比例する出資持分が与えられる。 

株式会社の定款資本金は等しい額面価額の株式に分割されている。有限会社の出資持分とは異な

り、株式会社の定款資本金の株式は有価証券に相当し、株式会社の株式を発行した場合、その都

度ロシア中央銀行に届け出なければならない。株式会社は、普通株式と優先株式のいずれも発行

できる。様々な優先株式が認められているが、優先株式の額面価額の総額は当該株式会社の定款

資本金の 25%を超えてはならない。新規株式の発行時点で、株式は私募または公募によって株主

や第三者に配分される。 

 

純資産 

ロシア会社法に基づいて、有限会社および株式会社の純資産（帳簿上で算出された金額）はその

定款資本金を下回ってはならない。会社は設立後 2年以内に事業を開始しなければならず、また

2年目以降、定款資本金が純資産額を下回っているかどうかを毎年点検することを義務付けられ
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る。純資産額が会社の定款資本金額を下回った場合、株主／出資者は翌会計年度以内に純資産を

増加させなければならない。この是正期間の終了時に純資産額が依然として定款資本金額を下回

っている場合、株主／出資者は 6ヶ月以内に定款資本金の減資を決定しなければならない。純資

産額が定款資本金の最小額を下回った場合、株主／出資者は会社の清算を決定しなければならな

い。 

 

公開会社 

公開会社は法が定める方式による情報の開示を義務付けられており、また、その企業構造の中に

取締役会を有していなければならない。 

ある株主または第三者が（その関係者と併せて）、公開株式会社の株式の 30%超または 50%超また

は 75%超を取得した場合、他の株主全員に対して公開買い付けを実行しなくてはならない。この

公開買い付けの過程において、1人の株主の持株比率が 95%を超えた場合、当該株主は残りの株式

に関して全株式取得権を行使する権利を有する。これに対し、残りの株主は自身の株式を強制的

に買い取らせる権利を有する。 

 

コーポレートガバナンス 

ロシアのコーポレートガバナンスは CEO中心となっている。会社の他の経営機関の権限は定款に

定めなければならず、それらの権限の範囲外の決定はすべて CEOの権限に属する。総会は最上位

の経営機関だが、通常、根本的問題について決定を下すために低頻度でしか招集されないのに対

し、取締役会（設置されている場合）は執行機関というより監督機関として機能する。 

 

株主総会 

株主総会は最低年 1回は開催しなければならない。有限会社は 3月 1日から 4月 30日までの間

に、株式会社は 3月 1 日から 6月 30日までの間に年次総会を招集しなければならない。それ以外

の株主総会は臨時総会とみなされる。 

総会の権限は独占的権限（総会のみが下せる決定）と非独占的権限（会社定款の規定に応じて、

総会または会社の別の経営機関が下せる決定）に区分される。総会の独占的権限には、清算、再

編、定款資本金または定款の変更、および配当の支払といった基本的事項に関する決定が含まれ

る。総会の非独占的権限に属する事項は、定款に定める事項に限定される。 

 

取締役会 

非公開の会社では、取締役会は必須の会社機関ではない。取締役会の特定の権限は、株主総会お

よび単一執行機関の専属的権限を除き、定款で定めることが必要である。 

取締役会の社外取締役を任命する必要性は特定の公開会社のみに適用される。  



15 
 

最高経営責任者 

最高経営責任者（会社約款の規定によりゼネラル・ディレクター、ディレクター、社長その他の

別の役職名で呼ばれることがある）は、委任を受けずに会社を代表して行動する権限を有する唯

一の機関である。 

 

最高経営責任者は、(1)1名の個人、(2)共同で 1名の最高経営責任者として行動する複数の個

人、(3)複数の最高経営責任者として別個に行動する複数の個人、および(4)経営管理会社として

行動する法人によって担当するすることができる。 

有限会社と株式会社では、最高経営責任者は取締役会会長の職務を務めることはできない。 

 

経営委員会 

法律上、有限会社や株式会社は最高経営責任者と並んで集団的な執行機関を設置することができ

る（経営委員会や執行委員会など）。経営委員会の権限は定款に明示的に定めなければならず、

その委員長は最高経営責任者が務める。 

 

経営者の受託者責任 

ロシア法人では長年にわたり、CEO中心のコーポレートガバナンスが株主の保護を損なってき

た。最高経営責任者は「意思決定の王様」とみなされ、それが原因で多くの乱用事件が発生し

た。CEOは妥当かつ誠実に行動する義務を負うものの、従来、株主にとって、経営者の行動によ

って会社に損害が発生したことを証明するのは極めて困難だった。 

こうした状況は 2013 年に変化した。最高商事裁判所が、特定の事案（例えば、最高経営責任者が

通常の承認手続を無視したり、あるいは利益相反を開示しなかった事案）において、CEOが不当

または不誠実に行動したとみなされるべきであり、また立証責任は CEOに移されるべきであると

して、CEOに自身の行動の正当性を証明することを要求する判決を下したのである。その結果、

判例が一変し、その後、CEOに責任を負わせる事案が毎年 3分の 1ずつ増加した。 

 

法人格の否認 

ロシア法によれば、企業の株主の責任は定款資本金の持分比率相当分に限定される（持分の全額

をまだ払い込んでいない株主は、未払の持分の範囲内で企業と連帯責任を負う）。また、株主ま

たは企業の支配者は、自身の責により企業が破産した場合、企業の債務について連帯責任を負う

とみなされることもある。 

近年、連帯責任の範囲を拡大する方向に法的枠組みが変化している。例えば、破産法に基づいて

連帯責任を課すことを認めるルールが著しく精緻化され、現在では、有限会社法は、経営者や企

業の支配者の怠慢のために企業が会社登記を抹消された場合、彼らに副次的責任を課すことを明

示的に認めている。 

 

株主間協定 

ロシア法人の株主は、総会において特定の仕方で決議する取り決めや、株式の処分に関する特別

規定、その他の事項を含む株主間協定（「コーポレート契約」）を締結することができる。この

協定は、ロシア法に準拠するだけでなく、外国の要素が絡む場合（すなわち、株主の一部または

全員がロシア人以外の場合）は外国法に準拠することもできる。外国法に準拠する協定はロシア

法の義務的な規定に適合していなければならない。例えば、ロシア法の下では、総会の独占的権

限をより下位の機関に委任することは認められず、代理／副 CEOは存在せず、義務的な可決基準

を引き下げることはできず、有限会社の先買権を消滅させることはできない。 
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「契約法」のセクションでは、ロシア法に定める契約法に基づく法律文書について議論したが、

そうした文書の大半は株主間協定に使用できる（表明、補償、保証など）。さらに、個別企業に

固有の特性も考慮に入れなければならない。有限会社の出資持分を移転するいかなる取引も公証

されなければならず、したがって、コール／プットオプションを組み込んだ株主間協定も同様

に、執行可能であるためには公証が必要となる。 

株主間協定は、企業の株主の全員が、またはその一部のみでも締結することができる。企業の債

権者や正当な権益を有する他の第三者（例えば、当該企業の株式を買い付けるオプションの所有

者）も当該協定の当事者になることが法律上認められている。反面、企業自身は当事者になれ

ず、また、企業の経営者の指示に従って行動する株主に債務を課すことも法律上認められていな

い。 

株主間協定書は機密文書であり、第三者や当局に開示されない。ただし、協定に基づいて、株式

や出資持分の処分に制限や特別な条件が課されていたり、企業の資本に対する持分比率に比例し

ない権利が当事者に付与される場合はこの限りではない。そのような場合、会社に株主間協定が

存在するという事実を国家法人登記簿に登記しなければならない。いかなる場合でも、株主間協

定に関する通知を会社自体にしておかなければならない。こうした開示を怠った場合、協定に拘

束されない当事者は協定の当事者に損害賠償を請求することが可能になる。 

株主間協定の当事者は、協定に違反してなされた企業の決定に異議を唱えたり（その企業の株主

全員が協定に拘束される場合）、協定に違反する取引に異議を唱える（取引先が違反を知ってい

たことまたは知り得たはずであることが証明される場合）ことが法律上認められている。 

ロシア法人の株主間協定に起因または関連して紛争が発生した場合、それは企業紛争とみなされ

る。管轄裁判地や管轄裁判所について協定に規定がない場合、企業の所在地の管轄権を有するロ

シア国家商事裁判所が当該紛争を審理・解決する。当該紛争を仲裁に付す機会は、法律上、常設

の仲裁機関における取り扱いは当該紛争の一部についてのみ認められているという事実によって

限定される（仲裁の規定に関する詳細情報については「裁判所制度」のセクションを参照のこ

と）。 

 

例外的取引 

ロシア法は、有限会社と株式会社において重大取引（major transaction）と利害関係者取引

（interested-party transaction）という 2種類の取引について会社としての承認（corporate 

approval）を得るべきであるとする特別規定を定めている。以下で断りのない限り、それらの規

定は義務的であり、明記されていなくても適用され、企業の定款によって変更できない。また、

企業の CEOや企業から授権された代表者は、より上位の権限ある経営機関（すなわち、場合によ

り、総会、取締役会または経営委員会）からそれに関連して会社としての承認を得ない限り、取

引を締結できない。会社としての承認は、事前同意または事後承認の形で付与することができ

る。 

有限会社法や株式会社法の規定に加え、企業は、会社としての承認を必要とする追加的な取引の

リストを定款に記載することができる。より上位の経営機関のために留保された事項を拡大する

ことによって企業の CEOの権力を制限することは、標準的なビジネス慣行となっている。企業の

中心的な事業に応じて、そのリストには、とりわけ不動産、知的財産、他企業の株主資本または

有価証券が絡む取引が盛り込まれる可能性がある。また、取引額を問わない場合と、価格／帳簿

価額合計が一定の基準値を超えることが条件とされる場合がある。 

 

重大取引 

重大取引とは、定量的基準と定性的基準のいずれかを満たす取引で、その種類（資産の売買、現

金の借入／貸出、担保／保証の提供、不動産のリース／賃貸借など）を問わない。第 1の基準

は、企業の資産価値に対する取引額／取引対象の帳簿価額の比率（25%以上）である。第 2の基準

は、その取引が企業の通常の業務過程の範囲外にあることをいう。言い換えれば、その取引を締

結する企業は、取引以前に遂行されていた通常の業務過程に従事しておらず、その取引の結果と

して、企業の活動が終了するかその可能性がある、または事業の性質や規模が著しく変化するか
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その可能性がある。これら 2つの基準のいずれかに該当する場合、その取引は特別規定に応じた

承認を受けなければならない。 

その規定は有限会社と株式会社で若干異なっている。企業の資産価値に対する取引額または取引

対象の帳簿価額が企業の資産額の 50%を超える場合、その取引は企業の総会の承認を受けなけれ

ばならない。その比率が 25～50%の場合は、企業の取締役会の承認を受けなければならない（株

式会社については法定、有限会社については会社定款に規定がある場合）。 

企業は、この規定に関連して、取引の当事者、主題、価格およびその他の重要条件を指定する決

定を行わなければならない。その決定では、正確な数値に代えて取引の最低と最大のパラメータ

ーを設定すること、および代替的な条件または一連の同一取引などを承認することが法律上認め

られている。また、その決定において、関連する承認の有効期間を指定することもできる（その

決定に定めがない場合は 1年間有効となる）。 

有限会社法と株式会社法は、この規定が適用されない一定の例外を定めている（例えば、適切な

事前承認を受けた予備的契約に定められた条件に基づく取引、または引き受けることを法律上義

務付けられている取引を企業が締結する場合）。 

違法な重大取引は、企業、取締役会メンバー、または企業の議決権全体の 1%以上を保有する株主

が提訴することによって無効にすることができる。この訴訟は、企業が当該規定に違反する取引

を締結したことを原告が知った日または知り得たはずの日から 1年以内に提起できる。 

 

利害関係者取引 

企業の特定の関連者が特定の取引に関して利益相反にある場合、特別な通知と承認の規定が適用

される。かかる関連者には、企業の取締役会および経営委員会メンバー、CEO、ならびに支配者

（controlling person）または企業に対して強制力のある指示を行う（すなわち、株主間協定、

黙示的な出資契約などを通じて）権利の保有者が含まれる。上記の解釈上、「支配者」とは、被

支配企業の総会における議決権の 50%超を直接的もしくは間接的に（株式保有もしくは契約によ

り）所有する者、または CEOおよび経営委員会の 50%超を任命する権利を有する者をいう。 

特に明記されていない限り、かかる取引に対する承認は法律上義務付けられていないが、特別な

手続を踏まなければならない。すなわち、利益相反にある者はすべて、自身が支配するか、また

は経営者の地位にあり、かつ自身が利害関係者として認識される可能性がある取引の対象となる

法人について、企業の総会と取締役会に通知しなければならないのである（同じことが同人の親

族にも適用される）。 

ある取引が利害関係者取引とみなされる場合、企業（すなわち、その CEO）は、株主、取締役会

メンバーおよび経営委員会メンバーにその旨を事前通知しなければならない。彼らは CEOに追加

情報を求めることができる。 

取引は、企業の CEO、取締役会もしくは経営委員会メンバー、または企業の議決権全体の 1%以上

を保有する株主のいずれかから特別な要求があった場合にのみ、より上位の権限ある経営機関の

承認を受けなければならない。要求がなければ、取引の承認を受ける必要はない。 

承認を求められたときは、取引額または取引対象の帳簿価額が企業の資産額の 10%を超える場合

は、関連する決定について企業の総会の採択を受けなければならない。それ以外の場合は、取締

役会の承認を受けなければならない（株式会社については法定、有限会社については会社定款に

規定がある場合）。 

有限会社法と株式会社法は、この規定が適用されない多数の例外を定めている（例えば、すべて

の株主がその取引に利害関係を有する場合、その取引が利害関係者取引とみなされる理由が他に

存在しない等）。 

それにもかかわらず、非公開会社の場合、利害関係者取引の承認について異なる手続を定款に定

めたり、関連する法規定を自社には全く適用しないことを定款で決定することができる。 

利害関係者取引が企業の利益を損ない、かつその取引が利害関係者取引であることを取引先が知

っていたか知り得たはずであり、かつ要求した会社としての承認が得られなかった場合、その利
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害関係者取引は無効となることがある。かかる取引に対する異議申立てに関する他の規定は、重

大取引に対する異議申立てと同じである。 

 

外国法人の支店、駐在員事務所 

外国企業は、ロシア法人を設立せずに、支店や駐在員事務所を登記することによりロシアで活動

することができる。そうした支店／駐在員事務所は、コーポレートガバナンス、純資産、例外的

取引などに関するロシア会社法の規定に拘束されない。 

 

支店 

外国法人の支店は、税務当局の認証を（そして、その認証プロセスの一部として商工会議所の認

証も）受けなければならない。この認証は無期限である。さらに、外国法人の支店は、税務当

局、社会基金、その他の公的機関への登録も必要となる。 

支店には、親会社が発行した委任状に基づいて行動する支店長または支店責任者を置かなければ

ならない。支店は独立の法人とはみなされないため、すべての義務と権利は、支店を設置した法

人に生じることになる。支店は、ロシア法人にしか発行されないライセンスを必要とする事業な

ど、特定の事業には不適切である可能性がある。 

 

駐在員事務所 

駐在員事務所はロシア法の規定において商業活動を行うことが許可されていない。駐在員事務所

の主な目的は、ロシア市場に関する情報収集を行い、一般的に本社の広告宣伝を行うことであ

る。外国法人の支店に適用されるのと同じ認証／登録手続が駐在員事務所にも適用される。 

 

契約法 
長年にわたり、ロシアの契約法は極めて厳格に適用されてきた。「契約に別段の定めがある場合

を除き」という文言によって制限されない民法の規定はすべて、裁判所によって、当事者が変更

できない義務的規定として取り扱われてきた。例えば、法律上、いかなる場合も請負業者の費用

を払い戻すことが義務付けられるため、請負業者とそのクライアントはリスク分担契約を締結で

きなかった。また、どちらの当事者も業務委託契約をどんな時でも裁量解除できないとする絶対

的な法律規定のために、長期業務委託契約は効果を十分発揮できなかった。 

また、表明、補償、選択権または解除料といった契約の仕組みは、民法に明瞭な規定がないこと

から、裁判所はその保護に極めて消極的だった。 

しかしながら、過去数年、状況に変化が生じている。その皮切りは、民法を、標準的なビジネス

慣行で広く使われている民法的概念に近づけるための根本的改革の一環として、2015年に重要な

民法改正がなされたことだった。また、ロシア最高商事裁判所も重要な役割を果たした。契約の

自由を保護する数多くの判決を下すとともに、法規定を義務的とする取り扱いを少数の事例に限

定するよう下級裁判所に指示したのである。 
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契約の交渉と締結 

ロシア法は契約の自由を定めている。当事者は自由に契約を締結し、条件を決定できる。契約

は、当事者が法に定める契約の必須条件、または当事者が明示的に指定した必須条件のすべてに

ついて合意に達したときに成立したとみなされる（通常、法的には、売買される物品、賃貸借さ

れる不動産、提供される役務などの主題（subject-matter）のみが必須とされる）。契約には、

当事者の特定の義務を定める基本契約、契約関係の一般的な輪郭のみを定める枠組み契約、基本

契約を締結する当事者の意思を記録する予備契約がある。 

当事者は誠実に契約の交渉に当たることを法律上義務付けられる。相手方当事者が合理的に予想

できなかったときに、突然、不当に交渉を打ち切ることは不誠実な行為と判断され、相手方当事

者に損害賠償請求権が生じる。また、当事者は、交渉の実施手続や交渉費用の分担などを定める

合意を交わすこともできる。 

金額が最大 10,000ルーブル（約 144US $）までの個人間契約を除き、すべての契約は書面で行う

必要がある。契約は、申込みを行った当事者が相手方当事者による申込みの承諾を受け取った時

点で成立する。ロシア法は、一方当事者が別の当事者に対して、特定の条件に基づく基本契約を

締結する取消不能の申込みを行う（対価の有無を問わない）別個のオプション契約に署名するこ

とを認めている。 

契約の締結前、締結中または締結後に、いずれかの当事者が、契約の締結、履行または解除に関

連する状況に関して相手方当事者に表明を行い、その表明が誤りであったことが判明した場合、

問題の当事者は、非違反当事者に補償するか、違約金または損害賠償を支払わなければならな

い。その表明が非違反当事者にとって決定的に重要であった場合、非違反当事者は、契約の解除

を求める権利も有する。表明が企業によって行われた場合、表明した当事者がそれが虚偽である

ことを知っていたかどうかにかかわりなく、虚偽の表明を行ったことの効果が適用される。 

表明は、契約条件（例えば、主題の特定の特性）、当事者の法的地位および権限、契約の法的効

果などに関係していることがある。 

ロシア法は、当事者が、以下のような様々な種類の契約の履行に合意することを認めている。 

► 代替履行。この履行では、当事者は、契約義務を果たすために、契約に明記された様々な

選択肢のいずれかを実行することを選択できる。 

► 代用履行。この履行では、当事者は、契約義務を果たすために、契約条件に定められた方

法に代わる別の方法を用いることを選択できる。 

► 選択履行。この履行では、権利者はその裁量によりどんな時でも相手方当事者に履行を求

めることができる。 

契約義務が履行されなかった場合、被害を受けた当事者は、（契約条件または特定の法規定に応

じて）損害賠償もしくは違約金を請求する権利または契約を解除する権利を得る。不可抗力は、

不履行当事者にとって正当な釈明と認められる。 

また、ロシア法は、全当事者が合意した特定の状況に起因または関連する損失について企業が相

手方当事者に補償することも認めている。 

かかる状況が発生した場合、被補償当事者はその事実を証明するだけでよい。このことは、ロシ

ア法に基づいて、被害を受けた当事者が損害額および損害と被告の行動の因果関係を証明するこ

とを要求される損害の回復に比べてはるかに容易である。被補償当事者は、被った損失の拡大に

資する可能性がある仕方で行動してはならない。 
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契約の無効または解除 

ロシア法によれば、契約は、民法に明記された特定の場合に限り（詐欺または偽造の取引、制限

行為能力者による契約、脅迫下でなされた契約、違法な契約など）、無効とみなすことができ

る。それらの場合に加え、法律または当事者自身が定めた必須条件のすべてについて当事者が合

意できなかった場合にも契約は無効となる。 

しかしながら、法は禁反言の原則を定めている。これは、相手方当事者の履行を受け入れた契約

当事者は、必須条件が欠けているという理由でその契約を無効と主張することが誠実および公正

な取引の原則に抵触する場合、そうした主張はできないというものである。また、当事者は、取

引を締結する意思を表明した時点で、異議申立ての対象となる状況を知っていたか知り得たはず

である場合、その取引に異議を申し立てることはできない。 

原則として、全当事者が合意した場合に限り、契約の修正または解除が可能である。契約の一方

的な修正または解除は、相手方当事者が重大な違反を犯した場合（すなわち、被害を受けた当事

者にとって、被った損害のために、契約締結時に得られると予想した便益が実質的に失われた場

合）、または法律もしくは契約により明確に定められた場合にのみ可能となる。 

企業間の契約では、片務的な義務の免除が認められる。義務の一部を免除する権利を有する当事

者が相手方当事者にその意思を通知した場合、契約は修正されたとみなされ、それが義務の全部

である場合は、契約は解除されたとみなされる。この権利の行使は、特別な解除料の条項に示さ

れた、全当事者が合意した特別な解除料の支払が前提条件となることがある。ただし、契約の中

途解除または修正を請求する当事者の権利が、義務的な法規定によって定められたものである場

合は、当該条項は無効となる。 

 

契約の保証 

ロシア法は、商業上の債務および／または企業債務に係る各種保証を定めているが、それらは全

般に次の 2つのグループに分けられる。それは、(i)民法に定める保証（最も頻繁に使用されるの

は、担保権、保証契約、独立保証、保証金である）と(ii)ビジネス慣行で担保として使用される

その他の法的手段である。 

ロシア法は近年大幅に発展しており、保証手段の規定が一段と多様かつ柔軟になっている。例え

ば、当事者が現金、有価証券、その他の動産をエスクロー・エージェント（全当事者が選んだ任

意の者）に預託するエスクロー制度が導入された。また、現在では、債権者が事前に保証に対す

る請求権を提示しておくことを条件として、債務者が清算しても保証の有効性が維持されること

になった（従来は、債務者が清算した時点で保証契約が終了した）。また、これまでは銀行だけ

が履行保証を行うことができたのに対し、誰もが別の者の履行を保証することが法律上可能にな

った。 

担保権の設定については、ロシア法に基づく正式な要件を検討することが必要不可欠である。不

動産の担保権（抵当権）は国家不動産登記簿への正式登記が前提条件となる。抵当権は、法定の

方式に従って登記されるまでは第三者に対して対抗できない。株式会社の株式に対する質権は、

専門の株式登録機関が管理する非公開の株主名簿に登録しなければならない。有限会社の出資持

分に対する質権は、国家法人登記簿への国家登記の対象となり、質物に対する質権者の権利は当

該登録日から発生する。知財資産（例えば、商標、特許など）が一般に利用可能な国家登録簿へ

の国家登録の対象となる場合は、知財権に対する質権も正式な登録が必要となる。 

 

動産の質権は国家登録しなくても行使可能である。しかし、質権者または質権設定者が申請すれ

ば、ロシアの公証人によって特別な登録簿に記録できる。かかる記録がなくても、質権の有効性

は影響されない。ただし、無登録の質物が善意の第三者によって取得された場合、その質権は終

了する。したがって、そうした質権についても登録しておくことを強く推奨する。 
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金融システム 
 

金融機関、非公的年金ファンド、保険会社および投資ファンドは、ロシアの金融シス

テムを支える主たる柱である。 

ロシア連邦中央銀行（以下、「中央銀行」）はロシア経済の金融セグメント全体の監督責任を負

う、唯一の金融当局の役割を担っている。その権限は金融機関の監督から、有価証券の発行と証

券取引所の取り締まりにまで及ぶ。中央銀行はロシアの公式通貨であるルーブルを発行する独占

的権利を付与され、ロシア連邦の金融政策の責任を担っている。 

現金取引および送金は、金融機関が国家決済システムの枠内において実施する。有価証券、為替

およびコモディティの取引は、取引所および取引プラットフォームで行われる。ブローカー、デ

ィーラー、為替ディーラー、資産運用会社、ファンド運用会社など、有価証券市場に参加するプ

ロフェッショナルが主な金融仲介機関であり、有価証券や金融派生商品の取引および他の金融取

引を円滑化している。一方、株式登録機関、預託機関（ロシア連邦証券保管振替機関を含む）お

よび清算機関（中央清算機関を含む）は、金融インフラ・サービスの主要な提供者である。別の

種類のプロフェッショナルの市場参加者は、的を絞った投資の推奨をクライアントに提供する投

資アドバイザーである。 

 

銀行システム 
ロシアにおける銀行業務は、銀行およびノンバンクを含む認可をうけた金融機関のみが行うこと

ができる。銀行業務は法令で以下の様に定義されている、すなわち、法人および個人の預金（現

金及び貴金属）の受け入れ、ファンドと貴金属の引き受け、法人および個人の銀行口座（現金と

貴金属）の開設と維持、送金の実行、および電子マネーの送金、現金回収サービス、外貨両替、

並びに銀行保証状の発行である。 

銀行の認可は、膨大な数の要件を満たしたロシア法人のみに発行される。ロシアにおけるすべて

の認可銀行は、法人および個人（追加要件の遵守が前提条件となる）を対象とする預金の受け入

れと口座の開設、資金の受入れ、送金の実行を行う資格を持つ。規制の観点からすれば、ロシア

におけるすべての銀行は一般に、(1)基本認可証の保有銀行、(2)一般認可証の保有銀行、(3)一般

認可証を保有する、システム上重要な銀行（SIB（systemically important bank）または「大き

すぎて潰せない」）に区分される。一般認可証の保有銀行に比べ、基本認可証の保有銀行は、一

定の銀行業務および外国のクライアントとの取引について制限を受ける。また、外国銀行にコレ

ルス口座を開設したり、外国に子会社や支店、駐在員事務所を設置する権利も制限されている。

SIB は、一般銀行と同じ業務を行うことができるが、より厳格な必要資本要件を適用される。 

ノンバンク金融機関は、認可証に記載された限定的な種類の銀行業務の実施だけが認められてお

り、法人からの預金の引き受けおよび法人の口座の開設のみ行うことができる（個人を対象とし

て同様の業務を行うことは認められていない）。 

中央銀行は、銀行業務に適用される法定規制の制定、ロシアの金融機関に適用される財務比率の

設定、金融機関の上級経営陣の任命の承認、法定準備金の保持、適用要件の遵守状況の監視を行

う。 

ロシアの金融機関はバーゼルⅢの資本規制を遵守することが求められている。バーゼルⅢの規制

の導入に伴い、とりわけ、金融機関の劣後ファイナンスに関する新たな規定が制定された。それ

によれば、金融機関は、一定の適正資本比率を満たせない場合またはそれに関連して支払不能防

止措置が実施された場合、劣後ファイナンスに関する義務を放棄することを義務付けられる。 

現在、外国の銀行はロシアにおいて直接または支店を通じて銀行業務を行うことは認められてい

ないが、ロシアの銀行子会社を設置することは認められている。こうした子会社の設置および営

業には、特定の追加要件が課せられる。（例えば、最高経営責任者が外国人の場合は全従業員数

の少なくとも 75％、および役員会の少なくとも 50％がロシア人でなければならない）。その他、

ロシアと外国のいずれの投資家にも適用される重大な制約として、直接的または間接的にロシア
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の銀行の株式の 10％（または、それ以上）または支配権を取得する場合、中央銀行の事前承認を

受けなければならない。 

さらにロシア連邦内のすべての金融機関の定款資本金（株式）の合計の 50％を超えて外資が保有

することはできない。外国事業体が保有する株式は毎年、中央銀行によって算定される。新たな

金融機関の登録または金融機関の買収の承認により、外国事業体が保有するロシア金融機関の資

本の比率が限度を超える場合、中央銀行はかかる登録または承認を行うことができない。 

また外国の銀行は、中央銀行の事前承認を条件として、ロシアにおける駐在員事務所設置が認め

られている。外銀の駐在員事務所は、ロシア市場への参入見通しの評価、および当該銀行のクラ

イアントへの助言業務の提供を目的とする場合に限り、設置することができる。したがって、外

銀の駐在員事務所はロシアにおいていかなる銀行業務も行うことはできない。 

 

国家決済システム 

国家決済システム法は、ロシアにおける決済システムの法的枠組みと取引参加者について規定し

ている。その中には、中央銀行が管理する決済システム、銀行カードの国家決済システム、国家

的に重要なその他の決済システムのほか民間の決済システムを含む、ロシア連邦領土における決

済システム内の取引に関する法的・組織的枠組みを定めたもので、銀行口座内の現金および電子

マネーの両方に関する送金（電信送金）の手順と仕組みを定義している。 

様々な種類の銀行口座（当座預金（決済口座）、エスクロウ、名義人口座および質権口座を含

む）の残高は、現金を送金するオペレーションの主たる資金源である。 

国家決済システム法は金融機関が民間の決済システムを創設することを認めているが、それらの

決済システムは中央銀行の監督および監視を受けなければならない。原則として、民間の決済シ

ステム内で行われるロシアの金融機関間の支払処理および清算は、ロシアの事業体のみが実行で

きる。民間の決済システムの運営者は全般に、中央銀行に準備預金を預け、維持することが求め

られている。ただし、ロシア国内における国際銀行カードの振替に相当する決済が、銀行カード

の国家決済システムを通じて実行されることを保証する場合を除く。 

また国家決済システム法は、金融機関と契約し、当該金融機関に代わり顧客を特定して小口現金

または電子資金の代金の回収あるいは支払を代行する「銀行決済代行業者」や、法人、個人起業

家の業務も規制している。個人から小口現金の回収を行う「ノンバンク決済代行業者」の業務も

同様の規制に従う必要があるが、この規制は「決済代行業者による個人からの代金回収業務につ

いて」という別の法律に基づいている。 

 

預金保険 

預金保険法に基づいて、銀行は預金保険制度に加入している場合にのみ、個人と「小企業」とし

て認定された法人からの預金の引き受け、または口座の開設を行うことができる。 

預金保険法は預金保険庁（以下、「同庁」）の創設を定めている。同庁は、預金保険制度の保証

機関としての機能を果たしている。その責務には、保険拠出金の徴収、強制保険プールの資金管

理、保険料の設定、および保険金の支払い監視が含まれる。銀行ライセンスを保有しているすべ

ての銀行は、強制預金保険制度の加入者として同庁に登録される。 

同庁は加入銀行に関連する破産防止措置の実施に積極的な役割を果たす。すなわち、問題のある

金融機関の一時的管理の責任を負い、当該銀行（またはその財政再建の責任を負う投資家）に金

融支援を提供し、さらに当該銀行の株式を取得することさえある。 

預金保険制度に加入している銀行には、中央銀行の監視する法定比率（適正資本量、流動性な

ど）の遵守や財務諸表および報告の信頼性確保、ならびに所有構造の透明性など、様々な要件が

課せられる。こうした要件を満たせない銀行は、個人と「小企業」として認定された法人からの

預金の受け入れや口座の開設ができなくなる場合がある。 

加入銀行は預金保険基金に拠出金を支払う。こうした拠出金は、当該銀行が維持する個人預金残

高の一日当たり平均額の割合として計算され、上限が定められる。 

 



23 
 

保険会社および非公的年金ファンド 

保険会社 

ロシア連邦では、保険サービスは認可を取得した保険会社のみが提供できる。認可取得が必要な

事業活動の種類には、損害保険、賠償責任保険、災害保険、健康保険、生命保険、起業リスク保

険、再保険、および保険仲介業務が含まれる。 

保険会社は、生命保険（生命保険会社）と損害保険、賠償責任保険、起業リスク保険の各保険業

務ライセンスを同時に保有すること認められていない。しかしながら、いずれのタイプの保険会

社も健康保険および災害保険を提供することは可能である。 

中央銀行はロシアの保険セクターを取り締まり、監督する権限を有する。中央銀行は、保険会社

の適性資本および保険契約準備金の積み立てに関する一定の財務要件を設定するとともに、保険

会社、その経営幹部(officer)および株主の業務に関する規制要件の遵守状況をモニターする。ま

た、保険契約準備金の投資のために受入れ可能な資産クラスを決定する規制を成立させる権限も

有する。 

現在、外国の保険会社は、ロシアに於いて直接または自社の支店を通じて保険を提供することは

認められない。しかし、ロシアの保険子会社を設立することは認められている。そのような子会

社の事業には、全般的に特定の追加制限が課される（例えば、外資の出資比率が 49％を超える保

険会社は、公共予算の費用での保険提供、公共調達の分野での保険提供、国家当局および国営企

業には保険を提供することはできない。さらに、外国事業体またはその子会社は、ロシア連邦に

おけるすべての保険会社の定款資本金（株式）の合計 50％を超えて保有することはできない。外

国の保険会社または再保険会社は、ロシアの保険会社が顧客に負う義務の再保険を引き受けるこ

とができる（設立国で当該業務の認可を受けている場合）。外国の保険ブローカーは、再保険に

関連する保険仲介業務を除き、直接または自社の支店を通じてロシアで事業を行うことを認めら

れない。また外国の保険ブローカーは、ロシアで保険ブローカーの子会社を設立することを認め

られる。 

ロシア当局は現在、世界貿易機関（WTO）加盟国の外国保険会社がロシアに支店を設置して保険業

務を行うことを認める法令改正の草案を検討中である。この改正は、WTO加盟国に対するロシア

の約束通り、2021年までに承認され、発効する予定である。 

 

非公的年金ファンド 

認可を取得した非公的年金ファンド（以下、「年金ファンド」）は、ロシアで年金および退職制

度を設立するときに最も一般的に利用される体系である。保険会社は、年金保険も提供すること

ができる。 

年金ファンドは、民間年金制度（以下、「民間年金ファンド」）、または強制的な国家年金保険

への拠出金の一部（以下、「強制拠出ファンド」）（従業員のためにかかる拠出がなされてお

り、その取得対象従業員が当該年金ファンドによる運営を選択した場合）を運営する。強制拠出

ファンドは、より厳格な規制要件の適用を受けるが、民間年金制度も運営できる。強制的な国家

年金保険への拠出金額は預金保険庁によって保証されている。 

新たな年金ファンドおよび強制拠出ファンドは、株式会社の形態でのみ設立可能である。 

強制加入の国家年金保険制度に対する拠出金として受け取った資金の投資戦略を決定する場合、

強制拠出ファンドが自由に裁量できる範囲は、2002年 7月 24日付連邦法第 111-FZ号「ロシア連

邦における労働年金の累積部分に対するファイナンシングのための投資ファンドについて」で定

められている様々な制限事項によって大幅に制限されている。民間年金制度を運営する年金ファ

ンドは、その投資戦略に適用される制限事項がより緩やかである。 

中央銀行は年金ファンドを取り締まる主要機関として機能し、年金ファンドの適性資本および年

金準備金の積み立てに関して特定の財務要件を定めている。同行は、年金ファンドおよび資産運

用会社（かかるファンドの資産運用に従事する場合もある）による規制要件の遵守を取り締まっ

ている。 
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投資ファンドおよび資産運用会社 

ロシアにおいて、多数の投資家グループが保有する金融資産の運用を手がけるプロの企業が最も

一般的に利用する形態は、投資ファンドである。金融資産の運用を直接受託する契約を、認可さ

れた資産運用会社が結び、この契約に基づいて民間の資産運用スキームを設立することができ

る。あるいは、有限責任パートナーとして行動する民間法人が投資目的で拠出した資産プールを

運用することを運用パートナーに認める投資パートナーシップ契約に基づいて資産運用スキーム

を設立することもできる。投資パートナーシップ契約は公証が必要であり、一定の法定要件に適

合していなければならない。運用パートナーの活動それ自体は認可を受ける必要はない。 

 

投資ファンドは通常、共同または「ユニット」投資ファンドとして設立される。つまり、ファン

ドメンバーが共同で所有する資産プール（法人ではなく）（メンバーの持分は、各々の証書によ

って表章される）を、認可を受けたファンド運用会社が当該ファンドのルールに基づいて運用す

る。ファンドのルールは、その投資宣言を含め、中央銀行に登録することが義務付けられる。一

方、投資ファンドは株式会社としても設立することもできる。投資ファンドの運営およびその資

産運用会社は中央銀行によって厳重に規制され、中央銀行はかかるファンド運用会社が投資可能

な資産カテゴリーなどを定めている。 

 

「顧客確認」（KYC）の手順 

資金洗浄防止法は、資金洗浄活動およびテロリズムへの資金供与の防止を目的としたロシア連邦

の主要な法律であり、中央銀行や他の当局からの多数の勧告や拘束力のある命令および規制によ

って補完されている。 

資金洗浄防止法は、あらゆる種類の金融機関（特にクレジット会社、年金ファンド、保険会社、

プロの有価証券市場参加者、投資ファンド運用会社、決済代行業者、リースおよび債権買取会社

など）および携帯電話会社、質屋、連邦郵便局、不動産業者、貴金属ディーラー、カジノおよび

コンサルタント（総称「規制対象事業体」）など、現金オペレーションを手がける機関に対し、

クライアントおよび支払の受け入れに関する強制的内部規制を策定するよう求めている。 

特に規制対象事業体は、相当な注意を払って顧客およびその最終的な実質的所有者（以下、「受

益者」）の身元確認を行うとともに、疑わしい行為がなされていないか取引を監視しなければな

らない。未登録の信託、ファンドまたは類似した構造の身元確認においても、その名称、登録お

よび納税者に関するデータ、管轄地域、資産構成、信託委託者ならびに運用者（受託者）の特定

が必要となる。 

原則として、取扱額が 1万 5,000ルーブル（約 US$216）または外貨相当額を下回る場合を除き、

個人顧客の身元確認が必要とされる。宝石類を扱う業務にはより高い基準値が設定される。 

受益者の身元確認は、公的機関、特定の上場企業および受益者が存在しない外国の未登録構造に

関して資金洗浄防止法に定められた特定の狭い範囲の例外を除き、すべての顧客に関して要求さ

れる。このことは、規制対象事業体が直接、間接にかかわらず、法人顧客の株式を最終的に保有

し、かつ法人顧客の資本の 25％を超える支配的な出資をしている個人、またはかかる顧客をコン

トロールできる力を持った個人の身元を確認することを意味する。 

規制対象事業体は、強制制御の対象となる取引を特定し、指定監視当局である連邦金融監視局に

報告しなければならない。こうした取引には特に、小口現金取引、無記名証券を伴う取引、匿名

口座への送金、60万ルーブル（約 US$ 8,654）以上の価値を持つ貴金属および宝石の取得、300

万ルーブル(約 US$ 43,271）以上の不動産の取引が含まれる。取引の一方の当事者についてテロ

リスト活動への関与が疑わしい場合、当該取引は取扱金額にかかわらず強制制御の対象となる。 

規制対象事業体ならびに取引所、取引プラットフォーム、清算人（クリアリング）および中央清

算機関は、資金洗浄またはテロリズムへの資金供与に関連している疑いがあると判断した取引に

ついて身元確認を行うとともに連邦金融監視局に報告することを要求される。さらに、連邦金融

監視局はかかる事業体に対して、その顧客や取引に関連する一定の情報の提供を要請する権限を

付与されている。 
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中央銀行は、資金洗浄防止法に違反する取引に関与した規制対象金融機関に対し、防止措置や強

制措置を講じることができる。防止措置には、違反行為の停止および改善計画の中央銀行への提

出を命じることや、追加的な監視措置を策定することが含まれる。金融機関に関する強制措置に

は、罰金刑や銀行認可の取り消しも含まれている。 

 

FATCA 導入法規 
米国の外国口座税務コンプライアンス法（以下、「FATCA」）は、外国の金融機関に対して、顧客

に関する身元確認手続を行い、米国の管轄当局に特定の情報を報告することなどを求めている。 

ロシアの法規は、ロシアの金融機関が FATCAのために必要となる方針および手続を採用し、実施

することを認めている。顧客から追加情報を収集し、外国の管轄当局に情報を報告することは、

かかる顧客の同意を得ることを条件に認められている。顧客が情報の開示と報告に対して同意を

与えない場合、関係する金融機関はロシアの法律に基づき、かかる顧客との契約を無効とし、そ

の各々の口座を閉鎖することが許可されている。 

 

税務情報の自動的交換（CRS） 
ロシアは、自動的情報交換制度に調印した国について、OECDの共通報告基準（CRS）に基づく金

融情報の自動的交換に参加している。これは以下のことを意味する。 

► ロシアの銀行と金融機関は、CRSに参加する他の諸国の税制上の居住者であるクライアン

トに関する情報をロシアの税務当局に開示する義務を負う。 

► ロシアの税務当局は、受け取った情報を他の参加国の税務当局と交換する。 

ロシアは 2018年 9月に金融情報の交換を開始した。連邦税務局は 2019年末に自動的情報交換の

相手国の新リストを承認した。この新リストには 77の国と 12の地域が含まれている 7。 

また、連邦税務局は、税務事項に関する情報交換の領域でロシアと協力しないタックスヘイブン

地域のリストからパナマとサンマリノを除外し、2020年から発効した。 

連邦税務局は、税務情報を交換しない国・地域の現状のリストを公表している。そこには 98の国

と 18の地域が含まれている（巻末資料 5参照）8。  

 
7 Federal Tax Service Order No. MMV-7-17/582@ of 21 November 2019 “On Approval of the List of States 
(Territories) with Which the Automatic Exchange of Financial Information is Not Carried Out and the Annulment 
of Federal Tax Service Order No. MMV-7-17/784@ of 4 December 2018” 
8 Federal Tax Service Order No. MMV-7-17/511@ of 11 October 2019 “On Approval of the List of States 
(Territories) Which Do Not Provide for the Exchange of Information for Tax Purposes with the Russian 
Federation and the Annulment of Federal Tax Service Order No. MMV-7-17/786@ of 4 December 2018” 
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ロシアの有価証券規制の原則 
有価証券の募集に関する規制 

ロシアの法規では、有価証券以外の金融商品すべてについて公募または売却を禁じており、場合

によっては、外国の有価証券についても禁じている。有価証券法に基づく「有価証券」の定義

は、株式、債券、新株引受権証券、およびロシアの預託証券のみを含んでいる。特定の要件を遵

守した場合にはコマーシャルペーパーも有価証券とみなされるが、ロシアの法律は、コマーシャ

ルペーパーの種類の網羅的なリストを定めており、有価証券法に明示的に列挙された以外の形式

で有価証券を発行することは実質不可能である。 

ロシア連邦では、原則として公募・私募にかかわらずすべての有価証券の募集は中央銀行を通じ

て国家登録することが義務付けられている。主として、取引所が組織立った取引として受け入れ

ている債券の公募および証書が中央預託機関によって保管される債券の私募については国家登録

は要求されない。どちらの場合も、取引所（中央預託機関）がかかる募集に識別番号を付与した

うえで、中央銀行にしかるべき通知を行う。 

公募の場合は、有価証券発行それ自体の登録と同時に目論見書の登録も必要となる。有価証券法

により、私募の場合に目論見書の登録要件が法的に免除される基準が導入される。免除となるの

は、募集総額が年間 1 億ルーブル（約 US$14,423,770）未満で、150人未満（「プロの有価証券

市場参加者」および当該証券を購入する優先権のある者は含まない）を対象とした非公開募集の

場合などである。 

有価証券法は、「プロの有価証券市場参加者」のカテゴリーを区別し、適格投資家にのみ提供さ

れる特定の証券（例、外国証券）を規定している。プロの有価証券市場参加者、金融機関、投資

ファンド、年金ファンド、保険会社および清算人は、法の作用により「適格投資家」として見な

される。特定の企業や個人は、ブローカーまたは資産運用会社によって適格の条件を満たしてい

ると認められた場合、適格投資家と見なされる。 

適格投資家を対象とした有価証券の募集は、対象人数にかかわらず公募とは見なされず、目論見

書の登録は必要ない。現在、有価証券法の改正案はロシア議会の下院によって検討されており、

法案ではで追加のカテゴリーの投資家とそれぞれに適用されるより具体的なルールが導入される

予定である。 

目論見書の内容に対する要件は、発行体とその子会社に関する情報（財務諸表を含む）および募

集される有価証券に関する情報が含まれる。ロシア法は、発行体が過去の申請を参照することで

特定の情報を目論見書に援用したり、登録用の最終目論見書を提出する前にその草案を提出して

コメントを求めたり、目論見書を一括登録したりすることを認めている（1年間有効）。 

目論見書を登録した発行体は、報告の公開、および発行体の財務状況や事業活動に影響し得る重

大な事象の公表といった形で、継続開示義務を果たさなければならない。こうした情報はインタ

ーネットのサイト上に公開し、場合によってはニュースワイヤーも使って周知させる必要があ

る。 

債券発行体は、必要とされる債券保有者の要請に応じて、債券保有者会議を開く権利を有する。

この会議では、債券発行条件の修正および債券保有者の権利放棄を承認するとともに、債券保有

者の代表者（その役割は、信託証書受託者と同様）を指名することが認められている。有価証券

法は、債券保有者の代表者の選任が必須である状況（例えば、公募債が担保付きの場合など）を

規定している。 

 

二次取引の規制 

中央銀行への国家登録が必要でありながら登録されていない有価証券の二次取引はいかなるもの

であれ、一般的に禁じられている。中央銀行には登録されているが、かかる有価証券に関する目

論見書がない、または発行体が継続開示義務を負わない場合、または持分証券に関して発行体が

公開企業でない場合、かかる有価証券の公募または販売はいかなるものであれ制限される。ロシ

アの発行体の有価証券に関するその他の取引は総じて認められており、有価証券法には強制保有

期間は定められていない。 
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外国発行体の有価証券（および適格投資家のみを対象とすると明示しているロシアの数種類の有

価証券）はロシアでは「制限付き有価証券」と見なされ、目論見書のない登録有価証券より大幅

に厳格化された制限が二次取引に課される。制限付き有価証券の二次取引は、法の作用により適

格投資家である事業体の間またはブローカーを通じて、他の適格投資家の間のみ許可されてい

る。 

外国発行体の有価証券に対する上記の制限は、ロシアの取引所が発行体の作成した目論見書とと

もに申請書を提出して要請し、中央銀行が決定した場合に解除することができる。外国発行体の

有価証券で、適用される外国法により公募を制限されておらず、上場手続の途中段階にあるかま

たは国際的に認められている海外の取引所（ニューヨーク証券取引所、ナスダック、およびロン

ドン証券取引所など）に上場している有価証券は、中央銀行の許可を取得せずにロシアの取引所

に上場することを認められる。後者のケースでは、国際的に認められている取引所の同等の要件

を満たしている場合、かかる外国発行体はロシアの目論見書開示および継続開示義務を遵守して

いると見なされる。 

ロシア発行体の有価証券の海外での販売のほかロシアの有価証券に関する預託証券または類似プ

ログラムの設立は、中央銀行の許可がある場合に限り行うことができる。現在、海外で募集でき

る株式数、および預託証券プログラムに預入できる株式数は、当該ロシア発行体の資本金の 25％

及び特定の株式発行の 50％を超えてはならない。 

 

証券化 

ロシアの法規は、不動産ローン担保証券、その他の金融資産（クレジットカード債務、個人融資

など）のプール資産を担保とした証券のほか長期投資プロジェクトに伴う契約の請求権を担保と

したインフラ債券の発行といった形式の証券化に対する規制の枠組みを定めている。 

有価証券法は、証券化商品の発行体のコーポレートガバナンスおよび破産に関する特別規則を定

めるとともに、同じ資産を担保とし、トランシェが異なる証券化商品の発行に対する手順を規定

している。 

 

有価証券の権利移転登録制度 

2020年 1月 1日以降、ロシアの有価証券はすべて記名式でしか発行できないことになった。従来

は、特定の種類の有価証券を無記名式で発行することが有価証券法によって認められていた。 

ロシアは登録有価証券に関し、二重構造の権利登録制度を採用している。かかる有価証券すべて

にかかわる取引は、認可登録機関が管理する登録簿に記録されなければならない。認可預託機関

は登録機関またはその他の預託機関で名義上の有価証券保有者の口座を自由に開設することがで

き、当該預託機関が名義人として保有している有価証券に関する取引を記録する権利を持つ。従

って、有価証券保有者は自身の有価証券の権利を登録機関または預託機関のどちらに記録するか

を自由に選ぶことができる。 

ロシア連邦証券保管振替機関（National Settlement Depository）は、国営の中央証券預託機関

（CSD）の地位にあり、したがって、継続開示義務の対象となる発行体のあらゆる有価証券登録に

おいて、名義上の有価証券保有者となる独占権を有することになる。他のすべてのロシアの預託

機関（CSDを除く）は、会計報告を行う発行体の有価証券の登録機関に名義人口座を開設するこ

とを認められない。 

預託証券の基礎となるロシアの証券または同様の外国有価証券は、「外国預託機関プログラム口

座」に保有しなければならない。同口座は、中央預託機関に口座を開設しているロシアの預託機

関に開設しなければならない。外国の預託機関（保管機関）は、こうした外国有価証券（その保

有者はロシアの発行体に開示されている）を原資産とする株式に関してのみ、投票権を行使する

ことが認められている。 
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プロの有価証券市場参加者 

有価証券法は数種類のプロの有価証券市場参加者（ブローカー、ディーラー、為替ディーラー、

資産運用会社、預託機関および登録機関）を特定している。プロの有価証券市場参加者の活動

は、中央銀行の認可を受けたロシアの法人のみが遂行できる。ただし、投資顧問は例外であり、

中央銀行の認可は不要であるが、自主規制団体に加盟し、中央銀行が保有する投資顧問の登録簿

に登録されている必要がある。 

中央銀行はプロの有価証券市場参加者に対する監督機能を果たす。特に、同行は上級経営陣の資

格要件を設定し、内部統制、内部監査およびリスク管理手続への遵守状況の監視を行う。 

外国の金融会社は、ロシア連邦の領土内で自社の金融サービス（認可サービスおよび非認可サー

ビスのいずれも含む）を一般向けに提供（宣伝）すること、またはそれに関する情報を一般向け

に広めることを制限される。しかしながら、現在のところ、外国企業が有価証券市場でプロの活

動を行うロシアの子会社を設立することは一切制限されない（例外として、金融取引に関する情

報を開示していないと認識された管轄地域（例えば、リヒテンシュタイン、英領ヴァージン諸

島、ガーンジー島）で設立された事業体は、為替ディーラーを直接・間接に所有することまたは

支配することを認められない）。 

また外国事業体は、中央銀行の事前承認を条件として、ロシア連邦の領土内における駐在員事務

所設置も認められている。駐在員事務所は、ロシア市場への参入見通しの評価、およびクライア

ントへの助言業務の提供を目的とする場合に限り、設置することができる（駐在員事務所はロシ

アにおいてプロの有価証券市場参加者の活動を一切行うことができない）。 

 

ロシア有価証券市場の統制および監督 

有価証券市場に対する統制および監督は中央銀行が行う。中央銀行は、有価証券市場に関する政

府の政策を実行し、有価証券市場におけるプロの参加者の活動を規制し、投資家および株主の権

利を保護する。中央銀行の主な役割は以下の通りである。 

► 関連規制を採用するなど、有価証券市場に関する規制の法的枠組みの策定を行う。 

► 有価証券市場の発展に向け、主要な方向性を決定する。 

► 有価証券の募集、目論見書、および有価証券の募集に関する報告を登録する。 

► 有価証券市場に関し、適切な記録を維持するとともに情報開示を推進する。 

► 有価証券市場におけるプロの参加者に対してライセンスを発行し、監督する。 

► 検査の実施、強制的命令の発令、行政行為の発動、およびその他法的措置の策定を行う。 

さらにロシア市場には、プロの有価証券市場参加者が結成する自主規制組織が多数存在し、会員

の活動にかかわる統一基準の作成に当たっている。例えば、登録機関・証券代行機関・預託機関

専門家協会(PARTAD)、主としてプロの有価証券市場参加者として認可を取得した銀行が結成した

全国有価証券協会(NFA)、ノンバンクのプロの有価証券市場参加者も加盟する全国株式市場参加者

協会(NAUFOR)がある。 
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為替管理 
 

一般原則 
ロシアの為替管理規則は、ロシアの居住者と非居住者に対し、それぞれ別の要件を求めている。

これらの居住者の定義は、税務上の居住者定義とは異なるため、留意する必要がある。為替管理

規則上の居住者の定義は以下の通りである。 

► ロシア人 

► ロシア居住許可を取得してロシアに永住する外国人および無国籍者 

► ロシアの法律の下で登録されたロシア法人、および外国にあるロシア法人の支店、駐在員事

務所およびその他の支部（国際企業として登録された法人を除く） 

► ロシア国外に設置されたロシアの外交代表、領事館、その他の公的代表機関 

► ロシア連邦、およびその諸地域、ならびに地方自治体 

その他のすべての個人および法人は非居住者と見なされる。ロシアにある外国法人の支店、駐在

員事務所およびその他の支部は非居住者となる。居住地変更を通じてロシア法人として再登録さ

れている国際企業は、為替管理法上は非居住者とみなされる。 

居住者と非居住者との間のルーブルおよび外貨による支払、またはルーブルおよび外貨建の有価

証券を伴う取引は、当局政府または中央銀行によって特別な規制が設けられない限り、いかなる

制限もなく締結できる。但し、外貨と外貨建て債券の売買取引は、公認銀行を通じて実施する必

要がある。 

ロシア居住者間の外貨建取引は禁止されている（すなわち、ロシア居住者間の支払はロシアの公

式通貨であるルーブルで行わなければならない）が、法律で定められた例外がいくつかある。居

住者は外貨単位で契約価格を決めることができるが、支払はルーブルで行わなければならない。 

非居住者間の、外貨での支払は基本的に無制限で認められている（非居住者間の有価証券の売買

も認められているが、ロシアの有価証券規制および独占禁止法の対象となり得る）。非居住者間

のロシアにおけるルーブルでの支払は、ロシアの銀行に開設した口座を通じてのみ認められてい

る。 

 

ロシア居住者に対する為替管理制限 
端的に言えば、ロシアの為替管理規則は次の 3つの主要要件に集約される。(i)輸出取引で得た現

金は国内の銀行口座に戻さなければならない。(ii)外国銀行に開設した口座は制限付きで運用で

きる。(iii)非居住者との取引に関する具体的な報告が国内銀行に対してなされる。 

それと同時に、企業や個人の外貨とルーブルの交換取引額に制限はない。外国投資家は資本口座

を保有する必要はなく、資本の投入および配当の分配は制限されず、これらの取引について為替

管理当局の承認は要求されない。 

居住者と非居住者の取引に関する主な要件は以下の通りである。 

► 居住者は輸出取引で得たルーブルおよび外貨建収益を本国に送金するとともに、未完了の輸

入取引に基づいて外国当事者に支払った為替を返金しなければならない。2020年以降、特

定のルーブル建収益はこの要件の適用を免除される。本国送金の義務は、同じ基本的条件で

（すなわち、金額、通過および金利に関して）、居住者が非居住者に供与した融資の返済に

も適用されるが、2018年 4月以前に供与された融資は影響を受けない。 

► ロシア居住者は、海外の銀行で銀行口座を開設した場合、これを税務当局に通知しなければ

ならない。2020 年以降、この通知の要件は、ロシア国外の他の金融機関に開設した口座に

も拡大されている。ロシア居住者はまた、税務当局に対し、かかる口座の開設または閉鎖に

関する通知を提出するとともに、当該口座の入出金の報告書を定期的に提出しなければなら

ない（法人は四半期に 1回、個人は年 1回）。この要件は、1暦年に 183日を超えてロシア

国外に滞在したロシア国籍者に対しては、またはロシア国籍者の口座（法律上明示的に言及

された国・地域の銀行／他の金融機関に開設されたもの）の取引活動および残高が 60万ル

ーブル（約 8,654US $）を超えない場合には適用されない。 
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► 居住者は、取引に基づく支払を処理するロシアの銀行に登録するために、非居住者との契約

書およびその他の補完書類（契約変更書、承諾証明書など）を提出しなければならない。価

額が 3百万ルーブル（約 43,271US $）未満の輸入取引および融資、または価額が 6百万未

満（約 86,534US $）の輸出取引については、登録する必要はない。 

► 外貨および外貨建小切手（トラベラーズチェックを含む）は、外貨が絡む業務を遂行する特

別認可を取得した銀行を通じてのみ売買することができる。 

► 個人は、規定額を超えた通貨をロシアから持ち出す場合、それを申告する必要がある 

ロシアの居住者による国外の銀行口座の操作は非常に制限されている。すなわち居住者は、限ら

れた場合のみに、国外の口座で資金を受け取ることができる。 個人の場合、次のものが含まれ

る。 

► 口座開設に必要な最低入金額 

► 居住者がロシア国外での働く場合で、非居住者が雇用契約に基づいて支払う給与およびその

他の支払い 

► その口座残高の利息 

► 現金預金 

► 口座の資金を使用した為替取引からの現金 

► 年金、給付金、慰謝料およびその他の社会的支払い 

► 非居住者である保険会社による保険の支払い 

► 非居住者から購入されて返品された商品または非居住者によって提供された有料サービスの

ために居住者に誤って送金された資金および居住者に返金された資金を含む、居住者に返済

可能な資金 

►  （外国口座に保有されている）貴金属の売却代金。ただし、関連する国・地域の法的要件

のために当該代金が外国銀行の口座に預け入れられている場合。 

►  居住者個人が非居住者から受け取った金額は、ユーラシア経済連合（EAEU）またはロシア

と自動的情報交換協定を締結した国の銀行に預け入れることができる｡ 

 

為替管理法違反に対する責任 
為替管理法違反に対する罰則は非常に厳しいものになり得ることを認識すべきである。行政法上

の違反に関する規則では、違法な通貨取引および本国送金規制の違反には、違反金額の 75～

100％の行政的罰金が科せられると定められている。さらに、一部の違反に関しては、規制違反し

た法人の役員に懲役を含む刑事責任が追加的に科せられる場合がある。為替管理法に違反したロ

シア銀行は、認可を取り消される可能性がある。 

ただし、ロシア居住者のみがこれらの違反について責任を問われる。 

ロシア為替管理法の違反例を以下に挙げる： 

► 外国の請負業者がロシアのサプライヤーに期日までに支払をしない、あるいはロシアの顧客

に商品を納入せず、それら商品の前払金を期日までに返還しない（すなわち、ロシア居住者

が本国送金義務を果たせない）。 

► ロシア居住者がロシア銀行以外の当事者と為替の先物、スワップまたはオプション契約を締

結すること 

従って、ロシア法人がロシア以外の企業と債権放棄、相殺取引、またはその他の類似取引に関与

する場合には、いかなる重要な取引を契約する前に為替管理について十分に配慮することを強く

推奨する。 
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競争法 
 

合併統制 
ロシア法によれば、ロシア法人と外国法人およびロシアに所在する資産が絡む一定の取引は、そ

の締結前にロシア公的機関の事前承認を受けなければならない。この事前承認制度は以下のグル

ープに下位分類することができる。 

► 競争の分野 

► 自然独占の分野 

► 金融機関の分野 

► 対内投資の分野 

特定の取引が、同時に複数の分野固有の規制の対象範囲に入ることがあり、時には、許可が完全

な効力を持つようにするために、個々の事前承認を特定の順番で取得しなければならないことが

ある。 

合併統制に関するルールは複雑であり、相互に密接に結び付いているが、一般的に言えば、次の

ような種類の取引を対象としている。(a) 株式／出資持分の取得、(b) 支配の取得、(c) 資産の

取得、(d) 企業再編（結合、合併、スピンオフなど）、および(e) 合弁会社 

上記の取引は、財務および／または事業に関連する一定の基準値が満たされる場合に合併統制の

対象となる。それらの基準値は、(a) 取引基準、および(b) 当事者基準として定義できるが、取

引が合併統制の対象となるには両基準が同時に満たされる必要がある。 

取引基準が満たされるのは、取引それ自体が、ロシア法人の株式の 25/50/75%超の取得、売り手

の資産の 20%超の取得、または競争者間の合弁契約の締結など、特定の基準を満たす場合であ

る。 

当事者基準が満たされるのは、取引に関与する当事者または取引に関連する取り組みが特定の財

務基準またはその他の関連要件を満たす場合である。そうした基準等には、取得企業、ターゲッ

ト企業および両者のグループの資産の帳簿価額合計（通常、合計 70億ルーブル（約 1億 100万

US $））、前年度における両者の売上高合計（通常、100億ルーブル（約 1億 4,400万 US $））

もしくはロシアにおける多額の売上高（通常、10億ルーブル（約 1,400万 US $））、または合弁

契約の当事者間の競争などがある。 

指摘しておきたいのは、ロシア国外で交わされた取引（外国間取引とも呼ばれる）も合併統制の

対象範囲に入ると捉えられ、ロシア公的機関の事前承認の対象となる可能性があることである。

各分野においてどんな基準値が満たされた場合に取引が合併統制の対象となるかということは、

分野固有の規制によって定められる。 

連邦独占禁止局（FAS）は、大半の合併統制手続に関与するロシアの競争当局である。時には、競

争当局が単独でその職務を果たすことがある一方、ロシア中央銀行（金融機関が対象となる場

合）やロシア政府（戦略的企業への対内投資が対象となる場合）など他の当局も関与することが

ある。 

各当局の具体的な役割は、個々の事案に適用される分野固有の規制に応じて決まる。例えば、競

争当局が取引について最終決定を下す唯一の規制当局となることもあり、取引についてそれぞれ

独自の決定を下す複数の当局の 1つとなることもあり、あるいは、事前承認を求める当事者と他

の公的機関の仲介役を務めることもある。実際にどこまでの範囲の当局が合併統制プロセスに関

与するか、およびそれらの当局の個々の役割は、分野固有の規制に定められている。 

金融市場に関するルールは上記の「金融システム」のセクションで説明したが、ロシア法は、戦

略的重要性を有するために特別な保護体制が必要になると国家が捉えるロシア経済の特定の領域

に対する対内投資についても特別ルールを定めている。戦略的重要性を持つとされる 40種以上の

活動（セクター）のリストが作成されている。その中でも特に重要なのは、環境セクター、原子

力産業、軍事装備と産業用爆発物、航空宇宙セクター、マスメディア、自然独占などである。外

国投資家による、上記の戦略的セクターで業務を行うロシア法人に対する支配の取得について

は、法律上、制限を受けるか、特別な制度が設けられている。 
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合併統制の申請の審理スケジュールは、適用されるセクター固有の規制に応じて異なる可能性が

ある。事前承認を求める当事者は、そのスケジュールをにらみながら取引の準備を進めるべきで

ある。時には、審理の最終決定が下されるまでに最大 1年を要することがある。しかしながら、

最も一般的な合併統制手続では、規制当局が審理して最終決定を下すまでに通常 1～3ヶ月かか

る。正式な合併統制の申請の準備には時間を要するため、関係する当事者は普通、この実務のた

めに 2～4ヶ月を見込んでおくことが賢明である。 

ロシア法によれば、規制当局は、関係する当事者またはその関連会社が、資産の売却や、規制当

局の同意のみを伴う特定のビジネス上の決定の実行、規制当局に対する定期的な報告など、特定

の義務的な措置を講じることを条件として取引を承認することができる。大規模な国際企業が特

定の取引に関与している場合、規制当局は通常、それらの義務的な指示（救済策とも呼ばれる）

を課す。特筆すべきは、過去数年、救済策がより複雑になっていることであり、最近の事案に

は、許容される救済策の範囲をできる限り拡大しようする規制当局の意図が明瞭に現れている。

たいていの場合、取引は完全に禁止されるのではなく、救済策を付して承認される。 

 

支配の乱用 
ロシア競争法は、市場で大きな影響力を持つ企業に適用される一定の制限を定めている。そうし

た影響力によって、1 社または複数の企業が、関連市場における製品の流通条件を決定したり、

関連市場から他の企業を締め出したり、市場への参入障壁を築いたりした場合、当該企業は支配

的とみなされることがある。 

一般に、企業が 50%を超える市場シェアを持つ場合、支配が推定される。企業が 35%から 50%の市

場シェアを持つ場合、競争当局は支配があると判断する可能性がある。また、8%から 35%の市場

シェアを持つ企業についても支配の判断が下される可能性があるが、それは集団支配が存在する

場合に限られる。集団支配とは、数社の企業が市場に対して決定的な影響力を持つことを意味す

るが、それらの企業の市場シェア合計が 50%または 70%（企業数に応じて異なる）を超えていなけ

ればならない。さらに、通信セクターや金融業といった特定のセクターについて、別の連邦法が

特別な支配の基準を定めていることがあり、またロシア政府がそうした基準を導入することもあ

る。場合によっては、自然独占のセクターなど、市場シェアの如何にかかわらず、支配が推定さ

れることがある。支配が推定されたとしても、個々の企業は、正式な市場シェアの基準値を超え

ていたり、特定の種類の事業に従事しているにもかかわらず支配が存在しないことを証明するこ

とが、ロシア競争法により認められている。 

ロシア競争法は、支配的企業の不当な行動を防止するために、そうした企業が行ってはならない

様々な種類の行動を定めている。例えば、(a)略奪的および不当高価格設定（excessive 

pricing）、(b)抱き合わせおよびバンドリング、(c)差別および不公平な条件の強制、(d)正当な

根拠のない、同一製品に対する異なる価格設定などがそれに当たる。こうした行動は、競争を制

限するか、事業に関する第三者の利益もしくは消費者全体の利益を侵害している場合、またはそ

の可能性がある場合に限り、違法となる。 

以上に加え、非差別的なアクセス（non-discriminatory access）の原則と呼ばれる、支配の乱用

の防止を目的とする特別な原則が、連邦法やロシア政府によって定められることがある。この原

則は、支配の乱用に該当する正式な事案が発生した後だけでなく、支配的企業が不正を働く高い

リスクがある場合にも競争当局によって導入される可能性がある。この原則に基づいて、支配的

企業が遵守すべき特定の契約条件、当該企業との契約の締結に関連する情報の一般向け開示、契

約を締結する支配的企業に適用される詳細な手続などが規定されることがある。 

ロシア競争法は、上記の禁止事項の例外を幾つか定めているが、それらは各々の個別事案で異な

る可能性がある。一般に、知的財産の利用は支配に関する競争法の規定の適用範囲外であり、企

業は、適切と判断した仕方で知的財産を自由に取得または処分することができる。ただし、知的

財産の利用に関する商業契約を通じて商品取引を制限することは、やはりロシア競争法に違反し

ており、競争当局の強い反対を受ける。 

また、支配的企業は、形式上支配の乱用とみなされる一定の行動が競争法に適合していると主張

することもできる。ただし、次の条件が同時に満たされることが必要である。(a)関連市場におけ

る競争が消滅することはあり得ない、(b)第三者に課された制限は、当該行動の目的と整合してい

る、ならびに(c)当該行動は、(i)製品の製造工程の改良もしくは販売の改善をもたらし、経済
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的・技術的進歩を促進し、またはロシア製品の競争優位を向上させる可能性があるか、実際にそ

れらを実現する、あるいは(ii)支配的企業が取得した利益に比例した利益を顧客にもたらす。 

 

反競争的協定、協調行為および違法な調整 
ロシア競争法は、競争を制限する可能性のある、企業や公的機関が絡む協定を禁止している。便

宜上、そうした協定は以下のカテゴリーに分類できる。 

► 水平的協定 

► 垂直的協定 

► その他の協定 

► 公的機関との協定 

 

カルテル 

カルテルとも呼ばれる水平的協定は、同一市場で競争する企業が関与するものである。企業間の

競争は、個々の企業の販売活動だけでなく、それらの企業による同一市場における製品の購入に

よっても確保される。競争法は協定を、書面または口頭でなされた取り決めというように広く定

義しているため、正式の契約が交わされない場合でもカルテルが存在することがある。 

競争者間の協定のすべてが違法というわけではない。ロシア競争法は、カルテルが実際にまたは

潜在的に引き起こす結果が反競争的とみなされる広範な各種事例を定めている。例えば、(a)価格

またはインセンティブの内密の取り決め、(b)入札における価格操作、(c)市場の割り当て、(d)特

定の顧客／サプライヤーとの交渉の拒否、および(e)生産制限などである。 

カルテルはそれ自体が禁止される。すなわち、競争に対する悪影響が推定され、競争当局はそれ

を確証する必要がない。上記基準のいずれかを満たすカルテルであると結論付けられた場合、そ

れだけで、実際の実行とは無関係に違法となる。場合により、ロシア競争法は、合弁会社とみな

されるカルテルを許容することがあるものの、そうした協定の許容性は競争当局がケースバイケ

ースで検討する。 

 

垂直的協定 

垂直的協定には、サプライチェーンの異なるレベルの企業が関与する。すなわち、ある企業が製

品を供給し、別の企業が当該製品を購入するような場合である。垂直的協定は、再販価格の内密

の取り決めまたは競合商品の取引禁止をもたらすか、その可能性がある場合に禁止される。こう

した制限は限定的である。というのは、もともと再販上限価格の取り決めは許容されており、ま

た競合商品の取引禁止も、サプライヤーの商標またはその他の個別化手段に基づいて取引を行う

再販業者については許容されているからである。 

上記に加え、競争法は、市場シェアの低い企業間やフランチャイズ契約に基づいて活動する企業

間の垂直的協定を許容している。また、ロシア製品の世界的な販売促進や消費者に対する同等程

度の利益の提供など、厳密には競争法に抵触するにもかかわらず垂直的協定の許容性を証明する

法的手段が存在する。さらに、ロシア政府は、協定の当事者が一定の市場関連の基準を満たすこ

とを条件として、最初から垂直的協定が許容可能となる一連の条件（包括的一括適用免除

（general block exemption）とも呼ばれる）を明確にした。カルテルと違って、垂直的協定は競

争に悪影響を与えるかその可能性がある場合に限り違法とみなされ、単に、形式的には反競争的

な垂直的協定に到達しただけでは、競争法の違反に該当しない。 

 

その他の協定 

競争を限定するその他の企業間協定も競争法によって禁止される。そこには、形式上、水平的ま

たは垂直的協定に分類されないすべての協定が含まれる。競争法はまた、電力供給セクターな

ど、特定の業種において競争を制限する一定の具体的協定も明示的に禁止している。その他の協

定が競争を限定した場合、競争の制限をもたらすかその可能性があるときに違法とみなされる可



34 

能性があるが、競争法は、当該協定が引き起こす反競争的とみなされる結果の最終的なリストを

示していない。その他の協定は、競争法に定められた許容性の基準（時には、垂直的協定に適用

されるものを含むことがある）の恩恵に与ることができる。 

 

公的機関との協定 

時には、企業と公的機関間の協定や異なる公的機関間の協定も競争を制限することがある。そう

した反競争的協定は禁止されるが、上述したような他の反競争的協定と同様、競争法は、公的機

関との協定が引き起こす反競争的とみなされる結果の明確なリストを示していない。そうしたカ

テゴリーには、とりわけ競争当局が監視する公共調達の入札に関連する協定などが含まれる。た

いていの場合、調達当局と入札者間の反競争的協定は、競争当局による行政調査と同時に刑事訴

追当局による汚職疑惑の刑事捜査につながる。 

 

協調行為 

競争の制限を引き起こす企業または公的機関の協調行為（concerted practice）は、ロシア競争

法により禁止される。協調行為とは、(a)参加者の利益になる目的を達成しようとする、(b)いず

れかの参加者が公表したことによって事前に参加者が了知していた、(c)参加者の行動によって引

き起こされ、すべての市場参加者に影響する市場プロセスに関係しない、関連市場における企業

の行動と定義される。 

協定に基づいてなされる行動は協調行為の適用範囲には含まれず、協定に関連する競争法の規定

の適用対象となる。協定と違って、協調行為が違法とみなされるには、実際に競争の制限が発生

しなければならない。協調行為は、垂直的協定やその他の協定と同様、競争法に定められた許容

性の基準の恩恵に与ることができる。 

 

調整 

第三者による企業の事業活動の調整は、結果として競争が制限される場合、禁止される。調整

は、調整対象となる事業体と同じグループに所属せず、かつ企業の行動が調整される舞台となる

市場で業務を行っていない第三者による企業の行動の調節と定義される。 

 

協調行為と同様、調整が違法とみなされるには、実際に競争の制限が発生しなければならない。

調整は、協調行為やその他の協定と同様、競争法に定められた許容性の基準の恩恵に与ることが

できる。 
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例外 

上記の禁止には幾つかの例外がある。例えば、知的財産権の利用は全く上記の禁止の対象外であ

る。共通支配下の企業またはそれらの親会社および子会社が絡む上記の協定およびその他の行動

は、上記の禁止の適用範囲外となる。最後に、特別な事前承認手続に基づいて競争当局が審査・

承認する協定に何らかの制限の定めがあったとしても、これも上記の制限の対象にならない。 

 

不正競争 
ロシア競争法は不正競争を禁止している。不正競争とは、(a)競争優位の獲得を目的とし、(b)適

用法、通常のビジネス慣行、または誠実性、合理性および公平性の要件に違反し、かつ(c)競合他

社に損害もたらし、もしくはその事業の評判を毀損し、またはその可能性のある企業の行動をい

う。 

特定の行動が不正競争に該当するかどうかの決定は競争当局の裁量にかかっている。これは、競

争法はそうした行為をかなり広く定義しているためである。しかしながら、製品もしくは企業に

関する虚偽、不正確もしくは歪曲された情報の流布、製品の不正確な比較、または知的財産の横

領など、一定の種類の行動は、競争法に明示的に規定されている。 

 

国家補助 
ロシア競争法は国家補助に一定の要件を課している。国家補助とは、政府および地方自治体が財

産の移転または特恵および保証の供与によって行う、特定企業に対する他の市場参加者を上回る

一定の特権の提供をいう。同法は、特恵の供与について競争当局の事前承認を得ることを含む、

国家補助の提供に係る特別な手続を定めている。 

適用される手続に違反した場合、競争当局が、関連公的機関に対する正式な提訴を開始する可能

性がある。責任があると判断された場合、関連公的機関は特恵の中止を要求されることがある。

調達当局が絡む協定と同様、競争法に違反して提供された国家補助は、競争当局による行政調査

と同時に刑事訴追当局による公務員の刑事捜査につながる。 

 

商取引法 
ロシア法は食品販売に適用される特定の要件を定めている。食品の小売と卸売に従事する企業

は、ロシア競争法に示されたものと類似した一連の禁止事項の適用対象となる。ただし、一部の

制限は、消費者に販売される食品の不当高価格設定の防止を目的とする純粋に技術的な性質のも

のである。 

食品の小売業者およびサプライヤーに適用される主要な制限は次の通りである。(a)食品の供給ま

たは取得に係る重要な契約条件ならびにビジネスパートナーの選定に関する基準の一般向け開示

の義務、(b)食品の購入量、販売促進、包装および処理について、ならびに小売業者がサプライヤ

ーに提供するサービスについて小売業者に支払われる割戻金総額の制限、(c)参入、または食品の

供給に直接関係しない一切の事柄の対価としての割戻金、インセンティブまたはその他の支払の

禁止、(d)最大の延払期間、ならびに(e)供給契約において食品の供給と追加的な関連サービスを

組み合わせることの禁止。 

競争当局は、商取引法（trade law）の遵守を監視している。上記の商取引法の規定は、必ずしも

食品市場の競争の保護を目的とはしていないものの、消費者は食品価格に敏感なため、当局は当

該規定を厳格に執行している。その要件の遵守を怠った場合、正式な捜査や行政手続が開始され

るだけでなく、違反が競争当局によって公表されることが多い。このことは、企業に重大な評判

リスクをもたらすと同時に、多額の行政罰金や商業契約をロシア商取引法に適合させることを求

める命令が課される可能性がある。 
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ユーラシア経済連合 
ロシアは 2015年から、ロシア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギスタン、アルメニア（現時点

の加盟国）の経済関係の促進と国内法令の統一化を目的とする地域的な国際組織、ユーラシア経

済連合（EEU）の加盟国になっている。同連合は、とりわけ、加盟国、その公的機関および同連合

内で活動する企業が遵守すべき、別個の一連の競争原則を採択している。 

この原則は、ロシア競争法に示された原則（すなわち、反競争的協定、違法な調整、支配の乱

用、不正競争など）と非常に類似している。その一方で、幾つかの例外があり、例えば、同連合

の競争原則は、協調行為を禁止しておらず、また合併統制や国家補助、公共調達の入札を取り扱

っていない。 

この競争原則は、 同連合内における競争原則の遵守を監視する国際的な執行機関であるユーラシ

ア経済委員会によって執行されている。各国の競争当局とは異なり、同委員会は、国境を越える

市場、すなわち、数ヶ国の加盟国の領土をまたぐ市場で競争原則を執行する。各々の個別事案に

対する同委員会の管轄権を確立するために、違反疑惑の種類に応じて別個の追加的な基準が適用

されている。 

同委員会の決定に対しては、とりわけ、同連合の法令に対する同委員会の決定の適合性を監視す

る独立の国際機関である連合裁判所において異議を申し立てることができる。申立者が同裁判所

の判決に不服がある場合は、同裁判所の上訴審部に正式上訴できる。上訴審部の判決は最終的で

あり、更なる見直しや異議申立ては不可能である。 
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ライセンシング 
 

特定の活動の許可証 
ロシア法の下では、特定の種類の活動は、関連するライセンスまたは他のタイプの許可

（permission）を取得した者だけが実行できる。ライセンスの受領者は永続的に特定の活動に従

事できる（通常、生涯ライセンスによる）。様々な成文法がライセンシングの要件を定めてい

る。 

主要な連邦法はライセンシング法である。同法は、統一的なライセンシングの規定を定めるもの

であり、製薬、航空、海洋関連、自動車や鉄道の客車、廃棄物の収集・処理・利用、民営のセキ

ュリティ・サービスなど多数の業種を取り扱っている。また、アルコール製品の製造、銀行、保

険、電力販売といった分野に特定のライセンシング規則を定めた数多くの業種固有の法律も存在

する。ライセンスは、特定の業種を管理する権限を持つ国家機関が発行する。 

別のタイプの許可は、法律に基づいて特定のセクターにおける活動を認可する権限を有する自主

規制機関（SRO）が発行する、特定の活動に関する認可証明書である。監査業務、専門家による鑑

定、地籍エンジニア、建設業といった特定の分野では、SROへの所属がライセンシング制度の代

わりになる。一般的に言えば、SROの証明書とは異なり、対象となる活動を実行するのに他のラ

イセンスや証明書は要求されない。 

証明書を取得するには、SROに入会して、その要件を遵守しなければならない。すなわち、SRO

は、会員を管理するとともに会員が責任を分担するのを可能にする業界の専門家クラブの役割を

果たす。国家機関が発行するライセンスとは異なり、SROへの入会を規制する一部の法律は、外

国法人がロシアの SROに加わることを明示的に認めている。 

一方、許可証（permit）は、特定の活動に要求される期限付きのタイプの許可である。例えば、

特定の建物の建築許可証、特定の危険施設の運営許可証、鉱物の探鉱や生産を目的とする地下利

用の許可証（ライセンス）などがある。許可証の発行には、特定期日までの完工、特別な国家登

録簿への危険施設の登録、運営に関連するリスクに係る保険の付保、または地下利用ライセンス

の要件の遵守（以下で詳述）など、追加的な条件が伴うことがある。 

 

地下利用ライセンス 
鉱物を採取しようとする者は、国家からライセンスを取得しなければならない。ロシアの領土ま

たは大陸棚に所在する、および地下に埋もれているすべての鉱物資源は、国家の財産とみなされ

るのである。鉱物の探鉱や生産には国家ライセンスが必要となる。土地区画の所有者に限っては

ライセンスなしに、個人や家庭の必要性およびそれ以外のビジネスに関連しない必要性に応じ

て、当該区画にある一般的な鉱物（砂、砂利、石灰岩、粘土、白亜など）を採取できる。 

特定の鉱物を探索、探鉱または採掘するライセンスは、特定の期間を区切って特定の地下領域に

ついて特定の者に付与される。このライセンスには通常、一定量の探鉱作業の実行、特定のイン

フラの構築または一定量の鉱物の採掘など、ライセンス取得者が満たすべき多数の条件が含まれ

ている。 

ライセンスは、法律に明記された特定の場合に限り、他者に譲渡できる。したがって実際には、

ほとんどのライセンスはその所有者とともに譲渡されている。 
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環境許可証 
ロシア法によれば、環境に悪影響を与える可能性のある活動は、(a)特別な許可証やライセンスの

発行の対象となり、(b)そうした影響／汚染の量について制限が課され、(c)悪影響について罰金

の支払を課され、(d)違反があった場合には責任を課されることがある。 

環境許可証により、事業体は環境に悪影響を与える可能性のある活動を実行できるようになる。

環境許可証には、天然資源の一般的利用に関する許可証（水利契約）や環境に対する特定の悪影

響に関する許可証（例えば、水汚染や大気汚染）などがある。 

環境保護法には、環境への悪影響に関する許可証を取得するとともに当該許可証の料金を支払う

ことを義務付ける「汚染に係る支払（pay-to-pollute）」の規定が定められている。取得者は、

汚染料の支払に加え、その活動によって許可された限度を超える環境被害が発生した場合、その

修復も義務付けられる（汚染料が支払われているかどうかにかかわらず）。 

土地または施設の取得者は、一般に、所有前に発生した環境違反については責任を負わない。そ

れにもかかわらず、環境違反が環境被害を引き起こし、その被害が資産の所有権の変更後も存続

した場合、環境賠償責任を引き継いでしまうリスクがある。この場合、その環境被害が継続的違

反として取り扱われ、現在の所有者が、過去の違反について賠償責任があるとみなされることが

ある（特に、被害の賠償責任を割り振ることが不可能な場合）。このような場合、現在の所有者

は、何らかの契約上の取り決めがあれば、以前の所有者に遡及請求する権利を有する可能性があ

る。 

最近、環境法改正が発効したことに伴い、環境に悪影響を与えるすべての生産施設その他の産業

施設は、そうした影響のレベルに応じて 4つのカテゴリー（I、II、III、IV）に区分されること

になった。カテゴリーIの施設（著しい悪影響を与え、利用可能な最高技術の導入を要求される

分野に分類される施設）で業務を行う事業体は、以下のことを義務付けられる。 

► 各種エコロジー許可証に代わる総合エコロジー許可証（いわゆる、「複雑エコロジー許可証

（complex ecological permit：CEP）を 2025年 1月 1日までに取得する（最も「汚い」生

産施設については、2022年 12月 31日が CEPの申請期限）。 

► 関連する業界について承認された利用可能な最高技術を導入する。 

これらの要件は、2019年 1月 1日以降に運営を開始した新しい施設および 2020年以降の資本再

編成に基づく施設にも適用される。CEPを取得せずにそれらの施設の運営を開始することはでき

ない。 

CEPを取得しない場合、または義務的な利用可能な最高技術を導入しない場合、環境料が増額さ

れる（本来の金額の 100倍）。利用可能な最高技術の導入および環境に関する義務の達成につい

ては、融資および税制上の優遇措置の取得を可能にする一定の国家支援措置が設けられている。 

 

リサイクルの要件 
拡大生産者責任（EPR）の概念は、広範囲に及ぶ消費財（電子機器、モーターオイル、衣料品、タ

イヤ、台所用品など）のほか、紙製、ガラス製、プラスチック製、金属製および木製包装材料に

適用される。 

生産者／輸入者は、関連する商品や包装の利用目標に沿って、使用済商品から発生する廃棄物の

回収と利用（リサイクル、再生またはリカバリー）を手配することを要求される。怠った場合

は、エコ・フィーと呼ばれる税金類似の賦課金を支払わなければならない。また、各暦年の 4月

1日までに特定の義務的な報告書を提出することも要求される。当該報告書に基づいて計算され

るエコ・フィーの期限は 4月 15日である。こうしたすべての義務は全部の商品に適用され、毎年

果たされなければならない。個人的利用のために輸入される商品やロシア国外への廃棄物の輸出

には EPRは適用されない。 
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データ保護とプライバシー 
 

ロシアでは個人データ保護は個人データ法によって規制されている。さらに、2013年にはロシア

は欧州の「個人データの自動処理に係る個人の保護に関する条約」の締約国となった。 

個人データ法によれば、個人データとは、直接的または間接的に識別されたまたは識別可能な個

人（データ主体）に関連する全ての情報として定義される。この定義は一般的であり、個人デー

タに分類される可能性のあるデータのリストを示していない。したがって、何が個人データに該

当するかはケースバイケースで評価しなければならない。また、個人データ法は特別なカテゴリ

ーの個人データ（個人の人種、国籍、政治的見解、宗教的信念または哲学上の信念、健康状態、

私的な生活など）および生体認証に関わる個人データも規定している。そうした個人データは特

別な取り扱いを受ける。 

個人データ法は、ロシア国内で遂行されるすべての個人データ処理業務に適用される。さらに、

最近の法執行の実務を見ると、ロシアのデータ保護当局（ロスコムナゾール（連邦通信・情報技

術・マスコミ分野監督庁））が、外国における個人データ処理の案件でロシアのデータ主体の権

利を保護するために介入した事例が含まれている。例えば、ロスコムナゾールは、ロシア市民の

個人データを記載していた、外国でホストされた幾つかのウェブサイトの阻止に成功した。 

ロシア・データ保護法は、データ・オペレーターおよびデータ・オペレーターからの委任に基づ

いて行動する第三者のすべてに適用される。 

個人データの適切な処理を確保するためにデータ・オペレーターに課される主要な義務には以下

のものが含まれる。 

► 個人データのカテゴリー、データ処理の目的および処理期間の確定 

► データ処理に関するデータ主体の同意の取得（法律に別段の定めがある場合を除く）。この

同意は、場合により、黙示的、明示的または書面上のいずれかであり得る。 

► 個人データ担当責任者の任命、データ保護方針書（その他の必須書類）の採用、および法律

上義務付けられる他の適切なセキュリティ策の実施 

► ロシア領土内にある、ロシア市民の個人データを有するデータベースの場所の確認（「場所

確認の要件」） 

► ロスコムナゾールに対する個人データ処理の通知（法律に別段の定めがある場合を除く）。 

個人データ法の要件に違反した場合、(i)企業の業務に対する制限（以下で詳述）、および(ii)企

業の役員と企業自体に課される罰金（最も厳しい罰金は、場所確認の要件に対する違反）などの

結果を招く。 

ロスコムナゾールは、違法に入手した個人データの使用中止または破棄を要求したり、個人デー

タの違法な処理を禁止して、個人データ法違反の有罪者に対して行政措置を取ったりすることが

ある。さらに、個人データ法に違反して処理された情報へのアクセスを制限することもある。こ

の目的のために、ロスコムナゾールはデータ主体の権利の違反者専用の登録簿を維持管理してい

る。 
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デジタル分野の規制 
 

2019年にロシア連邦議会は、デジタル分野の重要な変更を導入する 2件の連邦法を制定した。 

デジタル権利法は、デジタル権利、スマートコントラクトおよびビッグデータ契約などの用語を

定義している。 

► デジタル権利とは、情報システムのルールに従って決定される契約上およびその他の権利を

いう。 

► スマートコントラクトとは、当事者の義務が特定の事象の発生に基づいて自動的に履行され

る「自動実行の合意」をいう。 

► ビッグデータ契約とは、大規模な非個人化されたデータ・ブロックの収集と提供に関する合

意をいう。 

投資プラットフォーム法は投資プラットフォームを通じた投資を規制する。かかる投資は以下の

いずれかの方法によってのみ実行できる。 

► ローンの提供 

► 有価証券の売買（但し、私募債に限る） 

► ユーティリティ・デジタル権利の売買 

► ユーティリティ・デジタル権利は以下に限定される。 

► 特定の事物の譲渡を要求する権利（国家登記の対象となる不動産を除く） 

► 知財の独占権または使用許諾権の譲渡を要求する権利 

► 作業または役務の遂行を要求する権利 

公開株式会社に該当する被投資会社のみが、1 暦年当たり 10億ルーブル（約 1,400万 US $）超の

資金を調達することができ、個人起業家または適格投資家の地位にあるか、公開株式会社ととも

に投資する個人のみが、1 暦年当たり 60万ルーブル（約 8,654US $）超を投資することができ

る。 

 

 

 

制裁および制限措置 
 

2014年以降、米国、EU加盟国、オーストラリア、カナダ、日本、スイスを含む多数の国がロシア

に対する一定の制裁を実施してきた。この制裁は主に、資産凍結、入国禁止および制裁対象者

（個人と事業体）との取引に対する様々な制限で構成されている。 

対抗策として、ロシアは、米国、EU、オーストラリア、カナダおよびノルウェーからの農産物、

原材料、および肉類、魚類、海産物、果物、牛乳、乳製品（さらには、多くの加工食品）を含む

食品の輸入を禁止した。このリストは後にアルバニア、モンテネグロ、アイスランド、リヒテン

シュタイン、ウクライナにも拡大された。 

2018年春、外国、外国連合または国際組織によって課された制限措置を遵守するべく通常のビジ

ネス業務または取引の締結を制限または拒否した場合に、刑事責任（最高刑は最大 4年の禁固）

を課すという法案が、予備審理のためにロシア連邦議会に提出された。しかしながら、2019年末

時点でこの法案はそれ以上進行していない。 
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______________________________________________________________________________________ 
EY はどんな支援が可能か 
 

EY の法務部門は、高いコスト競争力をもって質の高い部門横断的なアドバイスをクライアン
トに提供するために、他のサービス部門との密接な協力の下で提供するクライアント重視の
法務サービスを開発しました。EYのサービスは下記の分野やさらに多くの分野をカバーして
います。
 

会社法 
➢ あらゆる法的形態の企業に対する、企業

法務および商業法務の問題に関する日常
的アドバイス 

➢ 企業再編に関する効果的なプランニング
と実施の支援 

➢ 合併、買収および合弁会社を含む国内お
よびクロスボーダーの企業取引のほか、
株式投資および支配変更の取引 

➢ 企業のコンプライアンス・プログラムの
立案・実施の支援およびアドバイス 

➢ 企業の法務事務サービス 
 

コーポレートガバナンス 
 
商法 
 
M&A の支援 
 
株主との紛争 
 
独占禁止の遵守 
➢ 競争を制限する可能性のある規定を持つ

契約 
➢ 競争の制限をもたらす活動 
➢ 商品またはサービスの過度に高いおよび

／または低い価格設定 
➢ 特定の市場またはそのセグメントにおけ

る商品またはサービスの利用の制限 
 

知財に関する総合的なターンキーサービス 
➢ ブランド保護戦略の策定と実施（「非標

準的」商標の登録を含む） 
➢ 知財資産管理システムの実装（知財権の

特定と検討を含む） 
➢ オープンソース・ライセンスの遵守を含

む知財権のデューディリジェンス 
 

富裕層のための効果的なソリューション 
➢ ビジネス資産とプライベート資産の最良

の保有構造（構築と再編） 

➢ 個人的投資の構築（合弁会社、リミテッ
ドパートナーシップ／ゼネラルパートナ
ーシップ構造、デットファイナンス） 

➢ 後継者育成 
➢ 家族に関する法務サービス（婚前契約や

資産の分割） 
➢ ロシア人居住者に適用される制限 
➢ ロシア人居住者の要件の報告 
➢ 居住用不動産の売却および賃貸借 
➢ 為替管理に関するアドバイス 
 

すべての不動産関連の問題に関する包括的
な法務サポート 
➢ 不動産取引 
➢ 不動産投資および資金調達 
➢ 建築および EPC（設計・調達・建設） 
➢ ブラウンフィールド開発とグリーンフィ

ールド開発 
➢ 土地区画、建物および土地家屋の法務デ

ューディリジェンス 
➢ 賃貸借 
➢ 不動産関連のプライベート・エクイティ

および投資ファンド 
➢ 規制要件 
➢ 不動産に対する権原の登記の支援 
➢ グリーンビルディング 
➢ ホスピタリティ産業 
➢ PPP（官民パートナーシップ）とコンセ

ッション 
 

以下の分野におけるインフラおよび PPP プ
ロジェクトの実施の支援 
➢ 知財／IT 
➢ 輸送（道路、幹線道路の維持管理、空

港、港湾、鉄道） 
➢ 社会的インフラ（教育機関、裁判所、刑

務所および社会事業） 
➢ 医療 
➢ 従来型および再生可能エネルギー発電 
➢ 廃棄物および廃水処理 
➢ PPPの二次市場（プロジェクトの売却、

契約の再交渉、紛争など） 
_______________________________________________________________________________________  
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03. 税制 
 

 

法人への課税 

ロシア税法にて規定されているロシアの各種課税には、以下のものがある。 

► 連邦税 - 付加価値税（VAT）、物品税、個人所得税、法人利潤税、鉱物採掘税、水税、野生

生物・水生生物資の使用に係る税金、国家課徴金、および炭化水素資源の採掘への付加所得

税。 

さらに税法では連邦政府に納付する社会保険料も規定されている 

► 地方税 - 資産税、賭博税、車両保有税 

► 市町村税 - 土地税、個人への資産税、取引への課徴金    

地方政府および市町村は、税法に規定されていない税金または課徴金を導入する権利がない。こ

れらの地方自治体は税法に沿って、次のことを規定することができる： 

► 税率（税法の制限内） 

► 減税 

► 税金の支払い手続きと納付期限 

上記の 3段階の課税システムにより、異なる地域に登録された納税者は、異なる課税負担を負う

可能性がある。 

また、税法では、納税者が複数の税金を納付する代わりに、ひとつの税金を支払える特別な税制

を規定している。 

特別な税制には、簡易税、農業税、みなし利益に対する統一税（これらは中小企業向け）、生産

物分与契約などがある。 

 

 

税率一覧 
法人の所得及びキャピタル・ゲインに係る税率については、下記にまとめた通りである。 

法人利潤税  20% (a) 

キャピタル・ゲイン課税  20% (b) 

CFC（被支配外国企業）への法人利潤税  20% (c) 

本支店送金税  n/a (d) 

源泉税   

配当  0%/5%/13%/15% (e) 

特定の種類の国債・地方債、モーゲージ担保債券、モーゲージプールの参加

証券から生じる特定所得に係る利息 

 
0%/9%/15(f) 

外国企業へのその他の利息支払  20%/30% (g) 

国際運送業に係る所得で、船舶や航空機の貸付、国際運送やコンテナの使用

からの所得 

 
10% 

ロシアにおける資産の使用から生じるレンタル所得  20% 

外国企業へ支払われる特許、ノウハウ等の使用料（ロイヤルティ）  20% 

ロシアにおける不動産の売却益、又は不動産を多く保有している会社の株式

（およびそのデリバティブ）の売却益 

 
20% 

外国企業へ支払われるその他のロシア源泉所得  20% (h) 

一部カテゴリーの納税者（特別投資契約の参加者、経済特区の居住者、教育またはヘルスケアの

分野で事業を行っている団体など）については、特定の条件が満たされた場合、特別な規則の下

で利下げ税率を利用できる場合がある。 
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(a) 法人利潤税の基本税率 20%の内訳は、連邦税 2%（2017～2024年は 3％）、地方税 18%（2017

～2024年は 17％）となっている。2019年 1月 1日まで、地方税務当局は、法人利潤税の地方税

率部分について 4.5%減免することができ、これが実施された場合、2023年 1月 1日まで存続させ

ることができる。2019年 1月 1日以降は、税法に明確に定められた場合に限り、経済特区の居住

者および地方投資プロジェクトの参加者など、特定のカテゴリーの納税者についてのみ軽減税率

が認められる。 

(b) ロシア法人のキャピタルゲインは利得に対する 20％の税率で法人利潤税が課税される。ただ

し、特定の場合、外国法人が得たグロスの所得に 20％課税される可能性がある。（「キャピタル

ゲイン・ロス」のセクション参照）。 

(c) 支配者によって決定された被支配外国法人（CFC）の利益。詳細な情報は「脱オフショア化の

方策」のセクションに記載されている。 

(d) ロシアには支店送金税はない。 

(e) 配当には以下の税率が適用される。 

1) 0％となるのは次の場合である。(i)特定の条件を満たす投資についてロシア法人が受領し

た配当（「配当所得」のセクションを参照）。当該条件が満たされない場合の税率は

13％となる。(ii)配当の支払が決定された日に、海外持株会社が、配当支払企業の定款／

共同・資本／資金の 15％以上の株式（持分）または当該企業が支払う配当総額の 15％以

上に相当する配当を受領する権利を付与する預託証券を 365日以上連続して所有していた

場合に、当該海外持株会社が受領した配当。詳細な情報は「脱オフショア化の方策」のセ

クションに記載されている。 

2) 5％となるのは、配当の支払を決定した日に公開会社だった海外持株会社の株式（持分）

に係る配当の形で外国人が受領した配当である（一定の条件が満たされる場合）。詳細な

情報は「脱オフショア化の方策」のセクションに記載されている。 

3) 15％となるのは、ロシア法人の株式について外国事業体が受け取った配当および事業体の

資本に対する別の形態の出資から得た配当である。 

(f) 特定の種類の国債・地方債、モーゲージ担保債券、ベラルーシ・ロシア連合国家の加盟国の

国債、ロシア連邦の地方政府の国債、および地方債、ならびにロシア事業体の債券（ロシア連邦

の税制上の居住者として取り扱われる外国事業体の債券を除く）のうち、その受取利息が認識さ

れた日に公認株式市場で売買されており、ルーブル建で、かつ 2017年 1月 1日から 2021 年 12月

31 日までの期間に発行されたものに係る利息、ならびにモーゲージプールの参加証券から生じた

所得に係る利息には、軽減税率が適用される。 

(g) ロシアの預託機関に開設された外国の名義人の口座を通じて保有されるロシアの有価証券

（ADR（米国預託証券）や GDR（グローバル預託証券）を含む）については、ロシアの預託機関に

対して当該有価証券の受益者に関する要約情報が提供されていない場合、当該有価証券から支払

われる利息および配当に対して「懲罰的な」源泉税率 30％が適用される場合がある。 

(h) ロシア国内における物品またはその他の資産（ロシアの不動産または、不動産が総資産の

50％超を占める会社の株式および関連する金融派生商品については除外）の売却、ならびに作業

の実行およびサービス提供で生じる事業所得に属する項目については、ロシアでは一般的に源泉

税の対象外とされる。 

(i) 標準的な罰則金は 20％である（意図的な違法行為とみなされた場合には 40％に引き上げられ

ることがある）。移転価格税制における罰則金は 40％とされている（「移転価格」のセクション

参照）。 

上記の源泉税率は、ロシア国内における PEを通じて営業活動を行っていない外国法人に対する支

払に適用される 

(j) 特定のカテゴリーの納税者に対しては以下の税率が適用される。 

1) 教育活動および／または医療活動に従事する事業体 － 0％ 

2) 経済特区の居住者 － 連邦税 2％ 
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3) カリーニングラード州の経済特区の居住者 － 0%、10% 

4) 農業生産者および漁業関連組織 － 0％ 

5) 新しい沖合いの炭化水素鉱床の運営者、ならびに新しい沖合いの炭化水素鉱床が所在する

地下サイトまたは新しい沖合いの炭化水素鉱床の探査、評価および／もしくは探鉱が計画

されている地下サイトを利用するライセンスの保有者 － 20％ 

6) 地方投資プロジェクトの参加者 － 連邦税 0％、地方税 10％ 

7) 経済自由区域への参加者 － 0％ 

8) 優先的社会経済開発区域の居住者 － 連邦税 0％、地方税 5％、10％ 

9) 社会サービスを提供する事業体 － 0％ 

10) マガダン州の経済特区への参加者 － 0％ 

11) 極東連邦管区における観光および娯楽事業者 － 0% 

12) 都市固形廃棄物地域における地域事業者 － 連邦税 0% 

13) 地域または地方自治体が設立した美術館、劇場および図書館 － 0% 

14) 特別投資契約への参加者 － 0% 

15) スコルコボ・イノベーション・センター・プロジェクトへの参加者 － 0% 

 

納付の遅延および納税申告の違反に係る罰則金 
税法は、納税、納税申告、税務会計および CFC 規制の違反について様々な罰金を定めている。 

納税申告書の不提出または提出の遅延については、税法および行政違反法に定める罰金が課され

る。 

税金の未納または過少納付については、滞納額にロシア中央銀行リファイナンス・レートの

1/300または 1/150（遅延日数に応じて異なる）と遅延日数を乗じて計算される遅延利息が課され

る。 

税法によれば、ある税務年度に係る納税申告書の未提出または提出遅延に関しては、遅延の各月

または月の一部につき、期限内に納付されなかった納税額の 5%相当の罰金が定められている。こ

の罰金は最低額が 1,000ルーブル（14.4US $）9、最高額が期限内に納付されなかった納税額の

30%となっている。行政違反法によれば、期限内に納税申告書を提出しなかった場合、警告が発せ

られるか、300～500ルーブル（4.3～7.2US $）の行政的罰金が執行役員に課される。 

税法によれば、ある報告期間について予納のための申告書の提出が遅延した場合、200ルーブル

（2.9US $）の罰金が定められている。この場合、行政違反法が定める罰金は、税務年度全体に係

る申告書の提出の遅延の罰金と同じである。  

 
9 この箇所と以下では、1 US $ = 69.33 ルーブルの為替レートに基づいて計算。 
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違反に対する罰則金 

税務登録の要件に違反した場合、税務上や行政上の責任に加え、（最悪のシナリオでは）刑事責

任すら発生する可能性がある。税務登録の要件に違反した場合の主要な行政法および税法上の罰

則のリストを以下に示す。 

► 税務登録の要件の違反：10,000ルーブル（144US $）の罰金および／または税務登録なし

に活動が行われた期間に受領した所得総額の 10%相当の罰金。ただし、最低額は 40,000ル

ーブル（577US $）。 

► 期限内の納税申告書の未提出：未納額の 5%相当の罰金。ただし、最高額は当該金額の

30%、最低額は 1,000ルーブル（14.4US $）。 

► 税金の未納：未納額の 20～40%相当の罰金、ならびに遅延の最初の 30暦日についてはロシ

ア中央銀行リファイナンス・レートの 1/300および遅延の 31暦日目以降についてはリファ

イナンス・レートの 1/150で徴収される遅延金利。 

責任ある役員も、(i)登録要件の違反については 3,000ルーブル（43US $）、(ii)上記の税務コン

プライアンスの義務違反については 500ルーブル（7.2US $）の行政上の罰則金に直面する可能性

がある。さらに、事業活動が国家登録なしにまたは国家登録の規定に違反して行われた結果、登

録要件の違反が原因で相当の損害が発生した場合、責任ある代表者は刑事責任に直面する可能性

がある。完全を期すために、未払納税額の 40%相当の移転価格の罰金が課されることもここで挙

げておくべきである。 

 

 

 

法人利潤税 

納税者 
法人利潤税上の納税者とは(i) ロシア法人(ii) 外国法人のうち恒久的施設を通じてロシア国内で

営業活動を行うか、ロシア源泉所得を受領する外国法人、および(iii)連結グルーの納税者であ

る。 

「恒久的施設」の定義は、経済協力開発機構（OECD）のモデル条約における同用語の定義と同じ

ではないが、類似している。 詳細については、67ページの「外国法人のロシアの事業に帰属す

る利益に対する PEリスク」をご参照ください。 

外国法人で、ロシアの税務上の居住者として分類され企業も法人利潤税を納付する義務がある。 

 

課税年度 
課税期間は暦年（該当する年の 1月 1日から 12月 31日まで）である。 法律の規定で課税期間の

変更は認められない。 

 

ロシア法人 
ロシア法人とはロシア連邦の法律に基づき設立された法人として定義されいる。外国法人で税務

上はロシアの居住者とみなされる法人は、法人利潤上はロシア法人と同様取り扱われる。 

ロシア法人およびロシアの居住者とみなされる外国法人は、全世界所得に対して課税される。 

外国法人は、二重課税条約に基づいて別段に規定されている場合を除き、その管理場所がロシア

である場合、ロシアの税務上の居住者とみなされる。 
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税率 
法人利潤税率は 20％である。法人利潤税は連邦税、地方税部分に分けられ、下記が現在の税率配

分である。   

連邦税 2%（2017- 2024年は 3％） 

地方税 18%（2017- 2024 年は 17％） 

 

法律で規定されている特別税率は「税率」の箇所をご参照。 

 

課税基準 
法人利益税の課税基準は、金銭で表示される課税対象利益である。 

ロシア法人の課税対象となる利益とは、総所得ら損金算入可能な経費を差し引いた額である。 

さらに、税法では特定の所得および支出の処理に関連する多数の特別な規定が定められており、

そのため、会計上と税務上の取り扱いに違いが生じる。 

またロシアの会計・税務の規則は、国際基準と多くの点で異なる。それらは同様に、収入/費用/

引当金の取り扱いにおいて、ロシア会計基準と国際会計基準の間に違いを生じさせる。 

 

課税所得 
総所得には、社内で製造されたまたは仕入れた商品（作業・サービス）の販売による営業所得、

財産権の売却による所得及び営業外所得 (借款協定の下で受領した利子所得、リース物件からの

収益、配当やその他の所得等) が含まれる。  

原則として、納税者は発生主義により所得を算出する。 現金主義を使用できるのは、連続する四

つの四半期の平均所得が、四半期ごとに 100万ルーブル（US $ 14,424）未満（VATを除いた金

額）の場合のみである。 

 

非課税所得 
税法において、税金が免除される所得がいくつか定められている。  

通常、次の条件をみたすロシア法人の無償の資金援助受領が挙げられる 

(i) ロシア法人の定款資本金の 50％超を保有する親会社（法人または個人）からの資金援助  

(ii) 民法に基づき、出資者からうけとる投資資産 

但し、この免税を適用するには民法の規定の検討を含む、いくつかの特別なルールの遵守が必要

である。そのような取引を実施する前に、すべての潜在的な税の影響について事前に分析するこ

とが重要である。 

 

損金算入可能な経費 
税法に基き次の条件を満たす場合、納税者は費用を控除できる：（i）費用を証明する適切な書類

があること、（ii）費用が合理的かつ経済的に妥当であること、（iii）所得を受け取る目的での

活動の費用であること。さらに税法には損金算入できない経費の一覧が記載されているが、この

リストは限定的なものではない。 

税務当局は、経費が上記の条件に沿っているかどうか、特に経費の合理性と文書化基準について

細かく分析しており、これらは税務当局と納税者の間の税務紛争の主な論点になっている。 

税法は、発生した費用をサポートするために必要書類とは何かを定義していない。たとえば、費

用によっては、一連の経理書類を提出するだけでは不十分で、追加の関連書類が必要になる場合

がある。 
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したがって、上記の条件が満たされていても、税務当局が費用の損金算入を否認する可能性があ

る。詳細については、下記の「不当な税優遇税制の適用」のセクションをご参照。 

 

不当な税制優遇措置 
不当な税制優遇措置の概念の基本的原則は、ロシア連邦最高商事裁判所の総会（Plenum）で定式

化され、現在、ロシア税法に成文化されるに至っている。 

税制優遇措置とは、課税標準の引き下げ、税額控除もしくは税控除、軽減税率の適用、または税

金の還付もしくは相殺によってなされる納税義務の軽減をいう。 

ロシアの税務当局や裁判所は、納税者が請求した税制優遇措置が不当であると決定し、それを根

拠に優遇措置を拒絶することがある（例えば、税務上の損金参入の請求の否認） 

以下に該当する場合、税制優遇措置は不当なものとして取り扱われる。 

1) 納税者の対象取引が実際の経済的実質に従って記録されていない（すなわち、納税者が税

務会計または財務会計の解釈上、問題の取引に関する事実を歪曲した）。 

2) 納税者が、経済的実質またはその他の合理的なビジネス目的を欠く取引を報告した。税制

優遇措置の確保を取引の主要目的とすることはできない。 

3) 税制優遇措置が実際の個人事業またはその他の経済的活動に無関係の源泉から（例えば、

虚偽のサービスについて損金算入を請求した結果として）取得された。 

以下のいずれも、本質的に、不当なものとして税制優遇措置を拒絶する根拠にはならない。 

► 会計の原始文書が不明者または無権限者によって署名されている。 

► 納税者の取引先が税法に違反している。 

► 納税者は、法律上禁止されていない代替的取引を締結することによって同じ経済効果を達

成できたはずである。 
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利息 
支払利息を法人利潤税上の経費として損金算入する場合、移転価格税制および過少資本税制の規

制を受ける。 

2015年 1月 1日以降、納税者は、債務が関連者間取引から発生していないことを条件として、実

際の金利に基づいて債務の支払利息の全額について損金算入を認められる。 

移転価格税制上、取引が関連者間取引に該当する場合、貸手は、金利が許容値の範囲の下限を上

回っている限り、実際の金利に基づいて受取利息を認識する権利を有する。借手は、金利が許容

値の範囲の上限を下回っている限り、実際の金利で計算された支払利息を費用処理する権利を有

する。 

債務が関連者間取引によって発生し、合意された金利が許容可能な数値の範囲外にある場合、結

果として発生した受取（支払）利息は、移転価格税制を適用することによって決定される金利で

認識しなければならない。 

許容値の範囲は以下の通りである。 

► ルーブル建で契約された債務については次の通り。 

► ロシア中央銀行の基準金利（2020年 1月 1日時点で 6.25%）の 75%から 125%の間 

► 外貨建で契約された債務については次の通り。 

ユーロ EURIBOR + 4%から EURIBOR + 7%まで 

中国元 SHIBOR + 4%から SHIBOR + 7%まで 

英国ポンド GPB LIBOR + 4%から GPB LIBOR + 7%まで 

スイスフランまたは日本円 CHF/JPY LIBOR + 2%から CHF/JPY LIBOR + 5%まで 

US $およびその他の通貨 US$ LIBOR + 4%から US$ LIBOR + 7%まで 

 

2019年 1月 1日以降、次の相手先との関係から発生するロシア法人の債務には過小資本税制が適

用される。(a) ロシア法人の 25%以上を直接的または間接的に所有するか、または各所有者の各

被所有者に対する直接的な持分が 50%を超えるような直接的な所有系列を通じてロシア法人の持

分を所有する外国人（自然人または法人）、(b) (a)で言及された外国法人に関連する者（ロシア

または外国の）、(c) 保証契約者もしくは保証人またはその他の仕方でロシア法人の債務返済の

保証を引き受けた、(a)および(b)で言及された者。 

次に該当する場合、ロシア法人は過小資本税制の適用を受けない。(a)その債務が、当該ロシア法

人と無関連の銀行、または保証契約者、保証人もしくはその他の仕方で当該納税者の債務返済を

約束した者から借り入れたものである場合、(b)当初日以降、その債務の返済がなされておらず、

かつその債務が終了していない場合。 

ロシア法人の債務がロシア税法に基づいて関連者間取引に分類されない場合でも、債務返済の受

益者が債務者の支配者または関連会社であることが確定されたときは、裁判所はそれを関連者間

取引と判断する可能性がある。 

過少資本税制に関する検証基準は、一般に負債と資本比率が 3：1で、銀行・リース業の場合

12.5:1に収まっていることが条件である。超過部分の利息、すなわち負債と資本比率 3：1また

は 12.5:1を超える負債に付随する利息は、税務上損金算入できないほか、関連者間取引による債

権が存在する事業体に対して支払われた配当として取り扱われる。この利息に対しては、租税条

約の適用により税率が軽減されない限り、15%の源泉徴収税が課税される。 
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減価償却 
耐用年数が１年を超え、取得原価が 10万ルーブル(約 US$ 1442)超の固定資産や無形固定財産に

ついては、減価償却が認められている。納税者は、資産の種類に応じて、耐用年数を規定した 10

のグループに分類され、各々のグループ毎の耐用年数の範囲の中で償却することができる。 

納税者は、減価償却に定額法か定率法のいずれかを選択することができるが、全ての減価償却資

産に同一の方法を適用しなければならない。個別の資産ごとにどの耐用年数のグループに所属す

るかは、別途政令により、細かく分類が定められている。例えば、多くの製造機械は 7年から 10

年の償却期間となっており、建物は 30年超の耐用年数となっている。 

例外として、特定の長期耐用年数資産または、新しい沖合いの炭化水素鉱床におけるライセンス

保有者およびオペレーターが保有する資産で採掘活動にのみ使用される資産については、定額法

のみ認められる。 

固定資産が 2014年 1月 1に以前に、エネルギー効率の高い資産の分類として固定資産台帳に記入

されている場合で、厳しい環境やシフトワークにおいて利用される場合には、通常の償却年限の

２倍以内での特別償却が可能である。 

固定資産が科学およびエンジニアリング活動に利用される場合、リース契約に使用される資産で

ある場合、または厳しい環境やシフトワークにおいて利用される場合、新しい沖合いの炭化水素

鉱床においてライセンス保有者またはオペレーターが炭化水素鉱床の採掘活動にのみ利用する資

産については、通常の償却年限の 3倍以内での特別償却が可能である。最後のケースでは、固定

資産の使用用途が変更され、新しい沖合炭化水素鉱床での炭化水素抽出に関連しない活動で使用

開始される場合で、税務上の残存簿価が 20％を超える場合、過去に損金算入した特別償却費が取

り消される可能性がある。 

固定資産は、上記の複数のいずれかにおいて、一度しか加速減価償却を適用できない。 

設備投資を行う納税者は、固定資産の取得原価の 10%を取得時に早期償却することができる。但

し、資産の耐用年数が 3番から 7番目のグループに属する資産（耐用年数が 3年から 20年までの

資産）については取得原価の 30％を取得時に早期償却することができる。この特別償却は、固定

資産の取得やその拡張・追加設備・再建設・近代化・入れ替え・一部廃棄などに対して適用され

る。但し、その固定資産の使用開始から 5 年未満に当該資産が関連者に売却された場合には、特

別償却費を繰り戻し、法人利潤税の課税額に加える必要がある。なお 2013年 1月 1日以前は、該

当資産が 5年以内に売却されたすべての場合、特別償却費が繰り戻されていた。 

更に、IT分野の企業には電子機器・パソコン機器の取得費用を経費として扱うことが認められ、

複数年にわたる減価償却ではなく、これらの設備が実際に稼動する時に全額を償却することがで

きる（但し、一定の条件を満たす必要あり）。 

無形固定資産はその性質や種類によって納税者が決定した耐用年数の範囲内で償却することがで

きるが、そうでない場合、耐用年数は 10年とみなされる。 

このセクションで説明した恩典を適用する為には、納税者は特定の条件を満たす必要があり、そ

の恩典を使用できることを証明する書類を準備する必要がある。 

 

投資税額控除 
2018年から 2027年末までの期間、納税者は、地方所得税の納税額から控除される投資税額控除

を受けることができる。この税額控除は、関連地方法の許容範囲内に限り請求することができ

る。 

所与の期間に適用される税額控除額は、一般に、固定資産の取得、創出、改造、現代化など（固

定資産の廃棄に関連する費用は除外）に費やされた支出額の 90%（または、関連地方法の定めに

よりそれ以下の水準）を超えることはできない。 

投資税額控除は、耐用年数が 3年を超える固定資産に適用される（耐用年数が 20年を超える建

物、設備および通信施設を除く）。 
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固定資産に関連して投資税額控除を適用する権利を行使した納税者は、当該資産について減価償

却および／または早期償却を適用する権利を持たない。 

さらに、税法は、投資税額控除を請求した固定資産の処分に対して制限を課している。納税者が

投資税額控除を適用する権利を行使した固定資産が、その耐用年数が経過する前に売却またはそ

の他の方法で処分された場合（廃棄を除く）、当該固定資産に関連してそれまでに控除された税

額を復活して納付するとともに、その控除が適用された期間全体に対応する罰則金を支払わなけ

ればならない。 

また、投資税額控除は、通常の規定に基づいて（投資税額控除の規定を適用せずに）決定された

課税標準に、地方税の標準的な税率（18%（2017～2024年は 17%）だが、地方法により引き下げら

れていることがある）と 5%の税率（または、問題となる地方が決定した別の税率）の差を乗じた

金額を最大額とする上限がある。 

地方法に別段の定めがある場合を除き、原則として、最大額を超える投資税額控除の請求額は、

翌年度以降に利用することができる。 

さらに、投資税額控除を利用する納税者は一般に、控除後の投資額の 10%相当を連邦税の納税額

から控除することを認められる。 

民法は、投資税額控除を適用する権利を持たない様々な納税者のカテゴリーを明記している（例

えば、地方投資プロジェクトの参加者、経済特区の居住者、経済自由区域への参加者、優先的社

会経済開発区域の居住者、ロシアの税制上の居住者に分類された外国法人など）。 

2020年以降、税法の改正に伴い、地方法に規定されることを条件として、投資税額控除の適用対

象となる支出の種類が追加して盛り込まれた（建物のインフラ施設のための支出や、国および地

方自治体の文化的施設を支援するための寄付）。 

2020年 1月 1日時点で、投資税額控除は、モスクワ市、モスクワ州、カルーガ州、リペツク州、

リャザン州、ロストフ州、クラスノダール州、クリミア共和国、カムチャッカ州、その他多くの

地方を含む様々な地域で利用可能になっていた。 

 

特別のルールが適用される経費 
税法は、例えば、特定の種類の広告費、会社の説明会やレセプションの費用、任意医療保険費な

ど、一定の限度内で損金算入可能な経費のリストを定めている。 

マスメディアによる広告（TV、ラジオ、通信ネットワーク）や、街頭広告（ビルボードやイルミ

ネーション）、展示会・見本市への参加、ショールームの管理、宣伝用パンフレット・カタログ

等の広告費は、全額損金算入が可能である。他方、広告宣伝活動において配布する景品に関わる

経費やその他の広告宣伝費の損金算入は、納税者の売上の 1％に制限される。 

代表職務費用は、関連する会計年度や税務年度に係る人件費の 4%相当の金額を上限として損金算

入が可能である。 

保険会社が被保険者である労働者の医療費を支払うことを義務付ける任意個人保険契約に基づい

て支払われる保険料の形態を取った経費は、人件費の 6%相当の金額を上限として損金算入が可能

である。 

特定要件を満たした研究開発費は、その研究が有益な結果を生み出したどうかを問わず一般的に

全額控除可能である。 

特定の研究開発費は、費用に 1.5倍の係数を乗じて控除可能である。 

先に「損金算入可能な経費」のセクションで述べたように、税法は、原則として損金算入できな

い経費のリストを定めている。その内、最も広範囲に見られるのは、慈善費、従業員に対する物

質的な支援、税制上の罰金、ならびに雇用契約に規定されていないおよび／またはロシア法で義

務付けられていない従業員への支払である。 

 

繰越欠損金 
納税者は、法人利潤税の計算にあたり、過年度の欠損金を繰り越す権利を有する。 
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2017年 1月 1日から 2021年 12月 31日までの報告期間において、現在の報告期間／税務年度の

課税標準を、2007年 1月 1日以降に発生した欠損金の金額分だけ減額することができる。これに

期限はない。ただし、いかなる報告期間／税務年度にも 50%を超えて課税標準を減額することは

できない。 

また、税法は、発生した欠損金に関する補完書類を保持するという要件も課している。納税者

は、課税標準が減額される期間全体にわたり当該書類を保持することを義務付けられる。 

有価証券の取引に伴う損失や新しい沖合いの炭化水素鉱床に関連する活動から発生したオペレー

ターやライセンス保有者の損失には特別のルールが適用される。また、特定の状況（再編など）

における損失の処理に適用される様々な特別のルールも存在する。 

欠損金の繰戻しまたは関連法人への付け替えは認められていない。ロシア法人の所有者が変更し

ても、変更前に発生した欠損金について利用可能な将来の優遇措置が制限を受けることはない。 

 

配当所得 
ロシアの税制上の居住者である事業体が受領する配当には、税率 13%の源泉徴収税が課税され

る。ロシア居住者でない外国事業体がロシア居住者から受領した配当は 15%の税率で課税される

（この税率は、二重課税防止条約に基づいて軽減されることがある）。ロシア居住者が別のロシ

ア居住者から受領した配当から源泉徴収される税額は、その受領者が、ロシア居住者に支払う配

当から通常、源泉徴収税する税額と相殺することができる。 

ロシア法人が戦略的株式保有に基づいて受領する配当は免税扱いとなる（0%の税率の適用）。戦

略的株式保有に基づいて株式を受領したとみなされるのは、配当支払の決定日時点で、受領者が

連続 365日を超えて支払企業の 50%以上の持分を保有していた場合である。この規定は、一般

に、ロシア居住者として分類された外国法人が受領する配当には適用されない（外国法人が自主

的に自身をロシア居住者と宣言した場合を除く）。外国法人の株式の保有に基づいて配当を受領

した場合は、追加的な基準を満たしていなければならない（当該外国事業体は、ロシア財務省の

タックスヘイブン地域のリストに記載された国・地域に所在していてはならない）。 

特別行政区に居住する多国籍企業（海外持株会社）（以下、「多国籍企業」）が受領する配当

は、配当支払の決定日時点で、受領者が連続 365日を超えて支払法人の資本の 15%以上を保有し

ていた場合、0%の税率を適用される。また、外国法人の株式の保有に基づく配当も、当該外国法

人がロシア財務省のタックスヘイブン地域のリストに記載されていてはならないという要件の適

用を受ける。 

多国籍企業が外国株主のために支払った配当は、一定の条件が満たされる場合、2029年 1 月 1日

まで 5%の軽減源泉徴収税率の適用を受けられる。  
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キャピタルゲイン・ロス 
キャピタルゲインは一般に課税所得に組み入れられ、通常の税率で課税される。ただし、ロシア

の税制上の居住者が、ロシア居住者の特定の株式または出資持分を連続 5年を超えて保有した後

に処分することによって実現したキャピタルゲインは除外される。この株式の処分は、当該株式

が以下の 1つまたは複数の条件を満たす場合、0%の税率を適用される。 

► 規制対象の株式市場で取引されていない。 

► 総資産のうちロシアに所在する不動産から得た価額が 50%を超えないロシア居住者の株式で

ある。 

► ハイテク（イノベーション）企業の株式である（この規定は 2023 年 1月 1日まで停止され

ている）。 

多国籍企業が株式によって実現したキャピタルゲイン分は、当該株式／出資持分について以下の

条件すべてが同時に満たされる場合、0%の税率を適用される。 

► そのロシアまたは外国法人の株式／出資持分が、処分日時点で 365 日以上連続して所有され

ており、かつ 15%以上の保有（持分）に該当する。 

► その株式／出資持分が、総資産のうちロシア連邦に所在する不動産から得た価額が 50%を超

えない居住者企業の株式／出資持分である。 

► そのロシアまたは外国法人の株式／出資持分が、多国籍企業が自身を多国籍企業として登録

した日の前後 365 暦日内に当該多国籍企業の定款資本金に寄与して（移管されて）おらず、

または多国籍企業が自身を多国籍企業として登録した日の前後 365 暦日内に再編の結果とし

て取得したものではない。 

ロシア連邦に課税拠点を持たない外国法人が、総資産のうちロシア連邦に所在する不動産から直

接的また間接的に得た価額が 50%を超えるロシア居住者法人の株式の売却によって得たキャピタ

ルゲインは、一般に、ロシア連邦において通常の 20%の税率で課税される。 

有価証券の処分に伴うキャピタルゲインは、通常の税率で所得税を課税される。移転価格税制に

基づいて関連者間取引に分類される取引には、上場および未上場の有価証券のキャピタルゲイン

の計算に関する特別なルールが適用される。それ以外の場合には、実際の取引価格が適用され

る。 

上場および未上場の有価証券の売却に伴う税務上の損失の認識については、異なるルールが存在

する。上場有価証券の処分に伴う損失は、一般的な法人利潤税の課税標準から控除することがで

きる。未上場の有価証券と未上場の金融派生商品の課税標準は合算されて単一の課税標準とな

る。 

固定資産およびその他の資産の売却に伴う損失は、一般に、一定の制限の下で損金算入できる。 

 

申告と納付10 
納税者は、法人利潤税の納税申告書を月次提出するか、四半期ごとに提供するかを選択できる。

原則として、事業が季節要因の影響を受ける大口納税者は月次の選択肢を選ぶ。一定の例外はあ

るが、納税者は、前四半期の予納額合計の 3分の 1相当を毎月予納することを義務付けられる。

あるいは、それに代えて、月次申告の選択者は、毎月 28日までに、前月に実際に稼得した利益に

基づいて納税することを選ぶことができる。年度の最終申告および納税額は実収益を基礎とす

る。最終申告の期限は、課税年度末の次の 3月 28日である。この期限までに申告書を提出しなか

った場合、多額の罰則金を課せられる。期限を先延ばしすることはできない。ロシア税法は、納

税申告および納税の期限の延長を認めていない。 

法人が設立された場合、最初の税務年度については以下のルールが適用される。 

► その法人が暦年の 1月 1日から 11月 30日の期間に設立された場合、設立日からその暦年の

12月 31日までの期間が最初の税務年度となる。 

 
10 本セクションのコメントは、ロシアの税務当局に登録されたロシア法人に関連している。 外国企業

の申告と納付に関する情報は「支店または駐在員事務所を通じて事業を行う外国法人」のセクション

に記載。 
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► その法人が暦年の 12月 1日から 12月 31日の期間に設立された場合、設立日を始期とし、

設立年の翌暦年 12月 31日を終期とする期間が最初の税務年度となる。 

外国法人による税金の計算と納付に関する情報については、「支店または駐在員事務所を通じて

事業を行う外国法人」のセクションを参照されたい。 

源泉徴収税の課税対象となる受動的な種類の収益（配当、利息、ロイヤルティなど）を外国事業

体に支払う納税代理人は、外国事業体に支払われた収益額および源泉徴収された税金額を記載し

た納税明細書を四半期ごとに税務当局に提出しなければならない。納付額は、収益の支払日の次

の営業日までに当局に送金する必要がある。報告期間（四半期）に係る納税明細書は、終了した

報告期間の翌月 28日までに税務当局に提出しなければならない。税務年度（暦年）に係る最終納

税明細書は、当該税務年度の翌年の 3月 28日までに提出しなければならない。 

複数の場所に拠点を有するロシア法人は、恒久的な事業所を置く税務管轄地ごとに支店の登記を

行い、特別な法人利潤税申告書を提出しなければならない。また、本社および様々な場所の支店

間で課税所得を配分しなければならない。この配分は、(i) 税務帳簿に基づく固定資産の正味価

値、および(ii)従業員数または支払給与総額（納税者がいずれかを選択）に基づいて行う必要が

ある。 

ロシア法人が 1つの地域にいくつかの支店を置いている場合は、そのすべてを代表して法人利潤

税申告書を提出する責任を負う 1つの支店を指定することもできる。 

納税者は、被支配外国法人に区分される外国法人を所有している場合、法人利潤税申告書の特別

な欄への記入を義務付けられる（詳細については、「脱オフショア化の方策」のセクションを参

照）。 

企業は、課税対象となる課税項目を有していない場合、または報告期間／税務年度中にキャッシ

ュフローがなかった場合、統一（簡易）納税申告書を提出する権利を有する。簡易納税申告書

は、四半期、半期、9ヶ月期および暦年終了後の翌月 20日までに提出しなければならない。 

______________________________________________________________________________________ 
EY はどんな支援が可能か 
 

ロシア法人に対する税務コンプライアンス・サービス（税務書類の作成と提出）の範囲には
以下のものが含まれます。 
 

以下を含む、四半期次および年次税務書類の作成 
➢ ロシア法人のための四半期次法人利潤税申告書および年次税務書類のパッケージ 
➢ ロシア法人が受領した収益および源泉徴収された税金に関する納税明細書 
➢ 四半期次 VAT申告書 
➢ 資産税ならびにその他の地方税および市町村税に係る予納の計算および年次納税申告書 
➢ 税元帳の作成および納税額の計算 
➢ 税務当局との税調整（tax reconciliation）に加え、調整証明書、当局との和解報告書およ

び納税義務履行証明書の受領 
 

納税申告に関する説明書の作成および税務当局への提出 
法人にとって、自組織内で税務書類を作成するか第三者のサービスを利用するかにかかわらず、

新鮮な観点から税務リスクや潜在的な税金資産を識別することを税務の専門家に依頼することは

有用です。EYは、企業による納税申告書の提出前または提出後に実行される納税申告書の点検サ

ービスを提供しています。この点検により、クライアントが納税申告書を修正して最新バージョ

ンを提出することが可能になると同時に、現行の法律、実務および業界固有の要因に基づく税務

上の提言を提供いたします。 

______________________________________________________________________________________ 
  



54 

税務会計 
会計上の帳簿に法人利潤税の課税標準を決定する十分な情報が含まれていない場合、納税者は別

途法人利潤税の算出のための税務帳簿を作成する必要がある。課税標準は、益金と損金に関する

税務会計データに基づいて計算される。納税者は、独立に税務会計システムを構成し、税務会計

規則の一貫した適用を確保しなければならない。納税者はまた、税務会計方針の中に税務会計手

続を正式に定めなければならない。 

税務会計規則はロシア会計基準および国際基準のどちらとも異なっているため、特に大規模法人

については税務帳簿がかなり実質的なものになる可能性がある（例えば、減価償却、債務の利

息、経費に関する補完書類などの領域において）。詳細については、「損金算入可能な経費」の

セクションを参照されたい。 

 

支店または駐在員事務所を通じて業務を行う外国法人 
ロシアで業務を行う外国事業体に対する税務上の取り扱いは、その活動によって PEが設置される

かどうか、およびその税法上のステータスによって決まる。 

 

駐在員事務所の税法上のステータス：変化を見逃さない方法 

ロシアに恒久的施設が設定された場合、法人利潤税を納付しなければならない。 

法人利潤税の目的上、ロシア連邦における外国事業体の恒久的施設とは、事業体がロシアで事業

を行う媒体となる支店、駐在員事務所、部門、営業所、事務所、代理店またはその他の経済的に

独立した当該企業の出張所もしくは活動の場所を意味するものと理解される。外国事業体の恒久

的施設は、当該事業体の部門を通じて事業が正式に行われるようになった時点から設立されたと

みなされる。 

外国事業体がロシアに恒久的施設を有するとみなされる特殊な例は、ロシアにおけ活動が建設現

場で行われる場合である。法人利潤税の目的上、「建設現場」という用語は、作業を一時的に中

断した後に再開する場合を含め、建設現場が存在する期間を決定するために定められた規定によ

って定義される。 

外国事業体が、現在ロシアと租税条約を締結している国の居住者である場合、恒久的施設の有無

の決定に際しては当該条約の規定が優先する。 

建設現場の場合、租税条約によって法人利潤税の猶予期間を定めていることがある。こうした租

税条約の下では、租税条約に明記された運営期間を超えた場合に、建設現場における活動または

外国事業体の建設および設置プロジェクトから恒久的施設が発生する。 

外国事業体がロシア連邦の領土において、恒久的施設の特性を持たない準備的および補助的な性

質の活動を行ったとしても、この事実によって恒久的施設が発生したとみなされることはない。 

法人は、自身の活動によって恒久的施設が発生しない場合でも、税務当局に納税申告書を提供す

る義務を負う。 

駐在員事務所／支店が自身の税法上のステータスに関する判断を誤ることがしばしば起きるが、

そのために、重大な税務上の結果や事業遂行の困難性が発生する可能性がある。 

駐在員事務所／支店を通じてロシアで業務を行う外国法人の事業、組織構造および機能が変化し

た場合、それに伴って、当該法人の税法上のステータスが変化することがある。その結果、当該

外国法人がロシア市場に参入し、駐在員事務所／支店を設立した時点でなされた、納税義務に関

する当初の判断に影響が及ぶことがある。 

個々の出張所の税法上のステータスは独立に決定されることを念頭に置いておくことが非常に重

要である。法人が駐在員事務所と支店の両方を有する場合、それぞれが異なる税法上のステータ

スを持つことがあり得る。 

法人が駐在員事務所／支店を通じてロシアで業務を行っている場合、その税法上のステータスを

判断するためには、親会社の中核的活動と比較した、駐在員事務所／支店を通じてロシアで遂行

される活動の種類、駐在員事務所／支店の資金調達源、活動が同一グループの法人を含む第三者
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のために遂行されてきたかどうか、およびその他の要因などの要点を分析する必要がある。それ

を怠った場合、重大な税務上の結果や罰金に直面する可能性がある。 

 

______________________________________________________________________________________ 
EY はどんな支援が可能か 
 

外国法人の駐在員事務所や支店に対する税務コンプライアンス・サービス（税務書類の作成
と提出）の範囲には以下のものが含まれます。 
 

以下を含む、四半期次および年次税務書類の作成 
➢ 外国事業体のための四半期次法人利潤税申告書および年次税務書類のパッケージ 
➢ 外国事業体が受領した収益および源泉徴収された税金に関する納税明細書 
➢ 四半期次 VAT 申告書 
➢ 資産税ならびにその他の地方税および市町村税に係る予納の計算および年次納税申告書 
➢ 税元帳の作成および納税額の計算 
➢ 税務当局との税調整に加え、調整証明書、当局との和解報告書および納税義務履行証明書

の受領 

納税申告に関する説明書の作成および税務当局への提出 
 
外国事業体の駐在員事務所や支店の清算または再編中における税務支援。これは、総合的な
法務・税務支援サービスの一部をなすこともあります。 
 
企業にとって、社内で税務書類を作成するか第三者のサービスを利用するかにかかわらず、新鮮

な観点から税務リスクや潜在的な税金資産を識別することを税務の専門家に依頼することは有用

です。EYは、企業による納税申告書の提出前または提出後に実行される納税申告書の点検サービ

スを提供しています。この点検により、クライアントが納税申告書を修正して最新バージョンを

提出することが可能になると同時に、現行の法律、実務および業界固有の要因に基づく税務上の

提言をご提供します。 

______________________________________________________________________________________ 
 

 

税務コンプライアンスの要件 
課税標準および課税対象の決定。益金と損金。 

PE を通じてロシアで業務を行う外国法人の法人利潤税は、ロシア法人とほぼ同じ方法で処理され

る。しかしながら、以下に述べるような様々な違いもある。 

恒久的施設を通じてロシアで業務を行う外国事業体にとって、利益は、当該恒久的施設を通じて

受領した収益から当該恒久的施設が負担した経費を差し引いた金額として定義される。ロシア連

邦で課税される恒久的施設の所得は、果たされた機能、使用された資産およびロシア連邦におい

て引き受けた経済的／商業的リスクに基づいて決定される。他の外国事業体については、それ

は、ロシア連邦の源泉から受領した収益として定義される。 

 

外国事業体が、恒久的施設を発生させる活動を行う部門をロシアに複数有する場合、課税標準と

税額は個々の部門ごとに別個に計算しなければならない。一般に、ある PEの活動によって欠損金

が発生したとしても、別の PEの活動による益金を減額することはできない。これには 2つの例外

がある。1つは、外国事業体が、統一的な生産工程の枠組み内でまたはその他類似の事例におい

て（例えば、複数の税務管轄地をまたいで橋梁やパイプライン、道路など、単一の目的物を建設

するような場合）複数の PEを通じて活動を行う場合である。当該外国事業体は、そうした PEグ

ループに含まれるすべての部門が税務目的上同一の会計方針を適用していることを条件として、

グループ全体について法人利潤税を計算することの承認を取得できる可能性がある。もう 1つの

例外は、新しい沖合いの炭化水素鉱床のオペレーターである外国事業体のみに適用され、特定の
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条件の適用対象となる同一の鉱床に関連する複数の場所における活動の結果を集約して法人利潤

税を計算することを認められる。 

法人利潤税の目的上、ロシアにおいて PEを通じて業務を行う外国事業体は、物品（作業、サービ

ス）および財産権の販売から得た収益、ならびに資産の所有、使用および／または処分から得た

収益を、当該収益の受領に関連して当該 PEが負担した経費の金額だけ減額することができる。 

法人利潤税の目的上、損金の認識に適用されるルールは、一般にロシア事業体と同じである。 

外国事業体の場合、損金算入を律する特別のルールの適用を受けるが、一部に違いもある。例え

ば、一定の条件を前提として本社の損金を配分できること、過小資本税制が適用されないことの

ほか、様々な別の差異がある。 

外国事業体がロシアにおいて、恒久的施設を発生させる準備的および／または補助的な性質の活
動を第三者のために行いながら、当該活動に関して報酬を受領しなかった場合、課税標準は、当
該活動に関連してその恒久的施設が負担した経費の 20%相当額であると決定される。 

 

申告と納付の要件 

外国事業体は、ロシア事業体が使用する様式とは異なる特別様式を使用して法人利潤税申告書を

提出する。外国事業体は、法人利潤税申告書に加え、年次営業報告書も税務当局に提出しなけれ

ばならない。年次報告書の構成については、地域ごとに独自の要件が定められる場合があること

に注意する必要がある。例えば、モスクワでは、駐在員事務所／支店も営業報告書の注記を提出

しなければならない。 

外国法人による申告書の提出に関する別の相違点は、例えば、モスクワにおいては、モスクワで

登録したすべての外国法人が、登録住所の如何にかかわらず、申告書を提出する専門の税調査団

が設置されていることである。 

支店／駐在員事務所を通じてロシアで業務を行う外国法人の場合、法人利潤税の納付および申告

書の提出は（累積ベースで）四半期に 1回だけ行えばよいことが法律上定められている。外国法

人には、月次の提出の選択肢は設けられていない。 

「巻末資料６」のコンプライアンス・カレンダーを参照されたい。 

 

税務当局との接触 

大半の納税申告およびその他のロシア税務当局との通信／連絡は電子的に行われる（公認通信業

者を通じて）。税務当局が、納税申告書で採った立場に関する情報や文書を求めることは一般的

に行われている。一例を挙げれば、以下のような事柄がある。 

► 発生した欠損金に関する説明 

► 法人利潤税と VAT 申告書の数値の相違 

► 本社の配分を裏付ける文書および計算書 

► 税制優遇措置の利用を立証する説明および文書 

税務当局から電子的になされた要求を受け入れなかったり、定められた期限内に対応しなかった

場合、銀行座が凍結される可能性がある。 
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違反に対する罰則金 

違反に対する罰則金に関する詳細については「納付の遅延および納税申告の違反に係る罰則金」

のセクションを参照されたい。 

 

ロシア事業に起因する外国法人の利益に係る PE リスク 
ロシアにおける PEリスクとは、本質的に、非ロシア法人が、ロシアにおいて事業を行う一定の場

所（fixed place of business）または従属代理人を通じて恒常的事業活動を行った結果、ロシア

で課税対象となる利益を生み出したみなされる可能性をいう。外国法人の活動によってロシアに

PE が発生した場合、当該 PEに起因する利益（その外国法人の世界所得全体ではなく）がロシア

の課税対象となる。 

ロシアの国内税法と二重課税防止条約の両方で PEが定義されていることがある。米国・ロシア二

重課税防止条約（以下、「DTT」）には、国内法と類似した PEの定義が含まれている。すなわ

ち、「恒久的施設」とは、一方の締約国の居住者（法人であるかどうかを問わない）が、相手方

締約国において事業活動を行う媒体となる事業を行う一定の場所を意味するとされる。ロシアは

MLI（税源侵食および利益移転を防止するための租税協定関連措置を実施するための多数国間条

約）を締結しており、ロシアの PEのルールは 2021年から MLIの修正を伴って適用されることが

予想される。 

DTT と税法のいずれも、外国事業体の PEがロシアに発生したと判断される可能性のある、以下の

2つの基準を定めている。 

► 事業を行う一定の場所の基準（すなわち、支店、駐在員事務所、事業を行うその他の場所

など） 

► 従属代理人の基準（すなわち、外国法人との契約に基づき、その外国法人のロシアでの利

益を代表する者） 

このリスクを軽減するには、ロシアにおける外国法人の活動に関連する機能を一切、ロシアの支

店の施設によって遂行しないことが重要である。そして、ロシアにおいて遂行される機能が、補

助的および準備的活動の範囲内に収まるようにすべきである。補助的または準備的な性質を持つ

活動とそうでない活動の区別が困難なことがある。現在の判例法によれば、それらを区別する決

定的な基準は、遂行される活動が企業全体としての活動の不可欠かつ重要な部分を構成している

かどうかであると結論付けられると思われる。いずれにせよ、ある活動の一般的な目的が企業全

体の一般的な目的と同一である場合には、その活動は準備的または補助的とみなされることはな

い。外国法人のビジネス上の決定はすべてロシア国外で下すべきであり、ロシアの支店が行う一

切の活動は、準備的および補助的活動のみに限定すべきである。このことは、国内の法令、政策

および手続などの文書によっても裏付けられると思われる。 

従属代理人の基準によって決定されるロシアの PEについては、外国法人がロシアに居住する個人

またはロシア法人に付与した公式または非公式の権限の有無を判断するための分析を行うべきで

ある。そうした権限は通常、委任状または契約によって付与される。場合によっては、完全所有

子会社の活動も従属代理人の活動と捉えられる可能性があるため、この点の検討も重要となる。 
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04. 不動産取引の費用と税金 
 

不動産資産の取得には通常、2種類の方法がある。資産を直接購入する方法（資産取引）

と、資産を（直接的または間接的に）所有する企業の株式を購入する方法（株式取引）であ

る。従来、タックスプランニングの関係上、資産取引より株式取引のほうが一般的だった。

しかし、今日では、ロシアの税務環境の変化を鑑み、資産取引も検討されるようになってい

る。 

 

資産取引による不動産の売却  
売り手がロシアの納税者（ロシア法人、ロシアに居住する外国法人および恒久的施設で事業を運

営する外国法人）である場合、売り手にロシアの法人利潤税 20％が課税される。  

商業不動産の売却には、ロシアの VAT 20％が課される。住宅不動産の売却については、VATは非

課税である。VATは買い手が売り手に支払い、売り手が代理納付する。買い手は還付請求権を有

し、現金還付または将来の納税額との相殺により還付を受けられる（但し、VAT控除の通常要件

を満たしている場合に限る）。 

売り手がロシア連邦において課税実態のない外国法人であり、かつ買い手がロシア居住者の場

合、売却代金に課される利潤税および VAT（適用される場合）を買い手が源泉し、代理納付しな

ければならない。外国法人の所得からは、売却資産の取得原価および売却に伴う諸費用を控除で

きる。但し、代金が外国法人に支払われる時点で、当該費用を証明する文書が税務当局に提出さ

れている場合に限る。 

資産取引の場合は通常、売り手が従来負ってきたリスク（税務リスクを含む）を買い手に移転し

てはならない。 

 

株式取引による不動産の売却 
ロシア連邦内の不動産から直接的または間接的に生じる資産価値が保有資産の 50％超を占める法

人（以下、「不動産を潤沢に保有する企業」）の株式または出資持分の売却に伴うキャピタルゲ

インは一般に課税所得に加算され、標準税率が課税される。不動産を潤沢に保有する企業の売却

に伴うキャピタルゲインに資本参加免税が適用されるかどうかは疑わしい。株式または出資持分

の売却については、VATが非課税となる。 

出資持分の売却に伴うキャピタルロスは控除可能である。上場株式の売却に伴うキャピタルロス

も控除可能だが、未上場株式の売却に伴うキャピタルロスは、他の未上場株式の取引益からのみ

控除できる。 

ロシア連邦内に税務実態がない外国法人が、不動産を潤沢に保有する企業を売却（上場株式の売

却を除く）して得たキャピタルゲインには、標準税率 20%が課税される。ロシアに居住する買い

手は、売却代金に課される利潤税を源泉徴収し代理納付しなければならない。外国法人の所得

は、株式および出資持分の取得原価（移転価格税制に基づく）および売却に伴う諸費用を差し引

いて算出される。但し、代金が外国法人に支払われる時点で、当該費用を証明する文書が税務当

局に提出されている場合に限る。 

株式取引の場合、売り手が従来負ってきたリスク（税務リスクを含む）は被買収企業に留まるた

め、売り手から買い手に移転される。 
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______________________________________________________________________________________ 
EY はどんな支援が可能か 

ロシアで不動産を売買する場合、株式取引か資産取引かにかかわらず、法人利潤税、VATお
よび源泉徴収税への潜在的な影響とリスクを慎重に検討することが重要です。従って、いか
なる取引であれ適時に検討し、事前に準備することが欠かせません。 

EY がお手伝いできることは以下の通りです。 

➢ 税務上の観点から、売買取引案を分析する 
➢ 税務への潜在的影響とリスクの軽減に向けて提言する 
➢ 不動産資産の取得について、仕組み構築を支援する 
➢ 売却前に税務を「診断」する 
➢ 税務上の観点から、売買文書をレビューする 
______________________________________________________________________________________ 
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05. 租税管理 
 

税務調査 
ロシア国内における租税管理策には、税務調査（実地および机上）と水平的モニタリングがあ

る。 

その目的は一般に、各種納税額および保険拠出金が正確に算出され納付されているか等、税法の

遵守を確認することである。 

 

机上の税務調査 

税務当局が机上調査の対象として調べるのは、納税者が提出した税務申告書のみである。 

机上の税務調査は税務当局内において行われ、その実施については特段の決定を必要としない。 

机上の税務調査の所要期間は 3カ月である。但し、VATの還付請求に対する調査には、2カ月を要

する。電子サービスを提供する外国法人に対する机上調査は、最大 6カ月を要する。 

調査の結果、税法違反が認められた場合には税務調査報告書が作成されるが、それ以外の報告書

が作成されることはない。 

 

実地の税務調査 

実地の税務調査は一度に複数の税に関して行われることがあり、実施は税務当局責任者の判断に

基づく。調査対象法人の事業所内で行われる場合がある。 

調査対象期間は、実地の税務調査を実施する決定が交付された年度より前の 3年度である。 

実地調査期間中、税務当局は対象企業の各種納税額および保険拠出金が正確に算出され、適時に

納付されているかを調査するため、対象企業の活動を徹底的に調査する。 

税務当局は実地調査期間中、多岐にわたる租税管理手続きを講じることができる。例えば、文書

の要求（押収）、証人への質疑、専門家（特殊技能者または通訳・翻訳者）の起用、事業所内の

調査などがある。 

実地調査の一般的な所要期間は 2カ月だが、期間延長および一時中止を含めて最長 15カ月を要す

る場合もある。 

（税法違反の有無にかかわらず）実地調査が終了した段階で、実地調査終了書が作成され、次い

で税務調査報告書が発行される。 

 

個別の租税管理策 

2015年 1月、ロシアでは新しい租税管理策として水平的モニタリングが登場した。机上および実

地の税務調査に代わるもので、納税者の情報システムと財務・税務文書にリモートアクセスして

オンライン上で税務を管理する制度である（詳細は 72ページを参照）。 
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______________________________________________________________________________________ 
EY はどんな支援が可能か 
 

EY は税務係争の解決に対して総合的なアプローチを取っています。例えば、税務係争に発展
しうる税務リスクの特定および評価から、係争解決に向けた行政手続きおよび／または訴訟
手続きに至るまで、全段階においてクライアントをご支援します。 
税務リスクの特定と評価ならびに税務調査の準備段階において、EYは 
➢ クライアントの文書、データベース、税務記録を確認する 
➢ 税務リスクを孕む領域を特定する 
➢ 特定した税務リスクの重要性および税務当局から指摘を受ける可能性を評価する 
➢ 特定した税務リスクの解消／軽減を目的として提言を行う 
➢ クライアントの「弁明ファイル」を作成する 

 

税務調査中の支援段階では、 
➢ クライアントが税務当局から受領した文書提出要求／要請を分析する 
➢ 税務当局に提出する文書の範囲、説明文の内容および形式に関する提言を行う 
➢ 税務当局に要請され、作成した一連の文書を確認する 
➢ クライアントの従業員の聞き取り／調査、専門家の調査、文書押収などの租税管理手続き

中に調査官に対応するに当たって、クライアントの利益を代表する。 
➢ 税務当局の作為／不作為に対する異議申し立ての必要性を判断し、必要な場合には異議申

し立てを行う 
 

訴訟以前に税務調査結果に関して争う段階では、 
➢ 税務当局との合意形成に向けたコミュニケーションでクライアントの利益を代表する 
➢ 税務調査報告書やクライアントの関連書類を分析する 
➢ 税務当局の算定が正確かどうかを確認し、別の算定方法の検討を支援する 
➢ クライアントに対する指摘について、法的見解を示す 
➢ 税務調査報告書に対して異議申立書を作成する 
➢ 税務当局責任者による税務調査文書の審査中、クライアントの利益を代表する 
➢ 税務当局が追加の租税管理措置を取っている過程でクライアントの利益を代表する 
➢ 税務調査の結果、課された税金および罰則金の納付について、繰延扱い（分納計画）を受

けるためにあらゆる支援措置を講じる 
➢ 上級税務機関および連邦税務局（該当する場合）に対する異議申立書を作成する 

 

税務当局の決定に対して訴訟で争う段階では、 
➢ 税務当局が税務調査の結果に基づいて下した決定および異議申立に対して税務当局が下し

た決定を分析する 
➢ 税務当局が使用した証拠の脆弱性を特定し、クライアントの見解を裏付ける議論を組み立

てる 
➢ クライアントの抗弁に向けて法的見解を組み立て、訴訟戦略を策定する 
➢ 審理で必要な全文書を作成し提示する 
➢ 必要な場合、経過措置の申請書を作成し提出する 
➢ 商業裁判所の訴訟においてクライアントの利益を代表する 

______________________________________________________________________________________ 
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税務調査報告書／決定に対する不服申し立て 

納税者は、税務調査（机上か実地かは問わない）報告書を受領してから 1暦月の間に不服申し立

てを行うことができ、かかる不服申し立ては税務調査結果に基づいて最終決定を下す際に考慮さ

れる。不服は、税務調査を実施した税務当局に対して申し立てなければならない。 

税務当局は不服申し立てを受けてから、場合によって、追加の証拠収集や自身の見解更新を目的

として追加の租税管理策を実施することがある。 

税務当局が不服申し立てを検討後に何らかの決定を交付し、かつ納税者がかかる決定に同意しな

い場合、納税者は訴訟前の手続きに基づいて上級税務機関に申し立てることができる。 

このために審査請求手続き（appellate procedures）と一般不服申立手続き（general 

administrative appeal procedures）が定められている。 

審査請求手続きは、まだ適用が開始されていない決定に不服を申し立てる際に使用する。税務当

局の決定を受けてから 1暦年以内に、（決定を下した税務当局を通じて）上級税務機関に審査請

求手続きを申請する。 

審査請求手続きを取った場合、税務調査に基づく決定の適用開始は見合わせられる。 

審査請求手続きの審理期間は通常、審査請求を受理した日から起算して 1暦月である。 

一般不服申立手続きは、すでに適用が開始されている決定に不服を申し立てる際に使用する。税

務調査に基づく決定がなされた日から起算して 1年以内に上級税務機関に申し立て、審理期間は

同様に受領した日から 1暦月以内である。 

審査請求および一般不服申立手続きで望ましい結果が出なかった場合、納税者は連邦税務局への

不服申し立ておよび／または訴訟を起こすことができる。 

連邦税務局への申し立ては納税者の権利であり、審査請求／一般不服申立申し立てに対する上級

税務機関の決定が下された日から 3カ月以内に行うものとする。 

特筆すべきは、訴訟前の審査請求／一般不服申立手続きを実施後のみに提訴が可能な点である。

提訴は、納税者が不服申し立てに対する上級税務機関の決定について通知を受けた日から 3カ月

以内に行うものとする。 

 

大口納税者の管理 
大口納税者の新しい管理制度が 2019年に適用開始された。納税管理制度改革を受け、連邦レベル

で特別地域税調査団（specialized interregional tax inspectorate）が設置されたことに合わ

せて、下級地区税調査団（lower-level interdistrict tax inspectorate）も設置された。 

この区分は組織体系、事業地域、特定の経済分野に影響を及ぼしうる税務リスクに基づく。 

地域税調査団は現在、多国籍企業、金融企業および鉱物資源の採掘を主力事業とする企業などを

管轄する。 

大口納税者の定義に使用する規準は、財務諸表と納税申告書の対象年度の財務・経済実績指標、

他法人との関係性および関連会社の財務実績に対する納税者の影響力を示す指標、特定事業を行

う特別認可（ライセンス）の有無、水平的モニタリングの適用実績である。 
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デジタルの租税管理 
自動情報システム（AIS）Tax-3 

AIS Tax-3は、情報の収集、処理、保存および分析など、税務当局の様々な職務を自動化する統

合情報システムである。このシステムの主な目的は以下の通り。 

► 納税者と税務当局間のコミュニケーションの簡素化 

► 租税管理手続き（税務登録、税務申告の処理、キャッシュフローの追跡など）の自動化 

► 租税管理業務（脱税の取り締まり）の効率性改善 

 

自動管理システム（ACS）VAT-2  

ACS VAT-2は AIS Tax-3の一部であり、税務当局に xml形式で提出された VAT申告書を確認し、

差額が特定された場合に説明を求める自動システムから構成されている。このシステムにより、

自動的に発行・受領された売買台帳や VAT インボイスの仕訳データを比較して納税者と取引先の

VAT 申告を照合できる。 

[取引ベースの VAT報告には、所与の期間中に受領および発行した各 VATインボイスの情報を記入

し、VAT申告時に盛り込まなければならない] 

VAT 申告には取引ごとの情報を記載しているため、ACS VAT-2では以下を特定できる。 

- 連邦税務局が設定した管理比率（control ratio）を単一の VAT申告において違反しているかど

うか（管理比率は公表されているため、各納税者は違反しているかどうかを確認できる） 

- 納税者の VAT申告データと取引先が提出した VAT申告データ間の差異 

- カルーセル詐欺（仕入 VAT控除を受けながら、売上 VATを納付しない不正還付詐欺)に起因する

サプライチェーン内の差異 

差異がある場合、システムは自動的に説明を求める文書を xml形式で作成し、納税者に送信す

る。かかる要請に対する回答も同様に、xml形式で送信しなければならない。 

ACS VAT-2ではまた、税務当局が自動的に「リスクに基づく管理手続き」を行い、各納税者に特

定のリスク指標（高リスクの「赤」から低リスクの「緑」まで）を割り振ることができる。かか

る指標は、将来の税務調査を計画する際の基準となる。 

 

Tax Monitoring (水平的モニタリング) 
OECDが 2013年に論文「Co-operative Compliance – A Framework」を公表して以降、ロシアは

2013年に協力的コンプライアンス制

度（いわゆる「水平的モニタリン

グ」）を試験的に導入し、2016年に

は同制度に対応する法規を国内法制化

した。導入当初は試験的に適用する企

業がわずか 5社（EY ロシアもそのう

ちの 1社）だったが、2020年には 95

社まで増えた。ロシアに拠点を置く大

手官民企業と国際的な投資企業であ

り、主要産業（石油・ガス、エネルギ

ー、金融、輸送、通信、消費財、小

売、商社、製造など）を網羅してい

る。ロシア連邦税務局は本制度を発展

させる方針（同制度を戦略的に発展さ

せる計画は政府命令で承認されている）で、2025年までに大口納税者の大半に適用を促したい意

向だ。 
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同制度の適用は企業の任意に任されており、適用するには、ロシアの法定会計原則に基づく損益

計算書および貸借対照表上の前年度の売上高（30億ルーブル超）、資産（30億ルーブル超）、納

税額（利潤税、物品税、鉱物採掘税および VAT の合計額で 3億ルーブル以上）の数値基準を満た

す必要がある。連邦税務局は同制度

の適用可能企業を増やすため、数値

基準を変更する計画である（2025

年には、7,800社が適用を申請する

と見込まれている）。 

適用を申請する企業は、連邦税務局

が指定する書式で租税管理フレーム

ワーク（TCF）に関する四半期報告

書を作成し提出しなければならな

い。また、3つの選択肢（会計／

ERP ITシステムに直接アクセスす

る方式、税務データマートの形式で

専門ソフトウェアをインストールす

る方式、通信網を介して電子的に情

報をやり取りするデフォルト方式）

のいずれかで税務当局と電子情報を

やり取りする体制を整備することも

求められる。 

従来式の租税管理法から水平的モニ

タリングに移行した企業が得られる主なメリットは以下の通り。 

► 従来式の税務調査（机上調査と実地調査の両方）が免除される。但し、移転価格税制に関す

る調査は除く。 

► 税務年度の「早期終了」 – 税調査団は報告年度の翌年 10月 1日までに調査手続きを終了

し、調査に乗り出すケースは限られる。 

► 税務申告で採用した税務上の特定処理に対して、税務当局から「合理的意見」（世界各国で

採用されている「事前ルーリング」の概念とほぼ同等）が得られる可能性、または、将来の

取引に対する税務処理について合意を形成できる可能性がある。税務当局の合理的意見に基

づいて行動した場合、従来制度で適用されていた課徴金や延滞利息が免除される 

重要なのは、水平的モニタリングは将来に向けて適用され、同制度を適用しても自動的に過年度

を「終了」させられるわけではないということである。従って、同制度適用から 1、2年間は、過

年度に関する「従来式の」税務調査が行われる可能性がある。また、水平的モニタリングの適用

全期間について、移転価格税制調査が行われる可能性もある。 

水平的モニタリングの適用を申請する場合、従来式から移行する年の前年 7月 1日（2020年は 10

月 1 日）までに、以下の文書とともに税調査団に申請書を提出しなければならない。 

► 税務会計方針 

► 組織体系および株主に関する情報 

► 情報交換に関する規則 

► 租税管理方針 

► 連邦税務局が定める形式に基づく租税管理フレームワーク（TCF）専門報告書（リスク・コ

ントロール・マトリックス、TCF成熟度評価等） 

税調査団は 11月 1日までに申請書を評価し、適用の是非を決定しなければならない。水平的モニ

タリングの適用は、申請書を提出し認められた翌年の 1月 1日から開始する。 
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水平的モニタリングを適用すれば、責任ある、信頼性の高い納税者であることが官民双方で認め

られることになる。また、税務当局と信頼を築く重要な第一歩でもある。税務当局との電子的な

情報交換体制の構築や租税管理フレームワークに基づく報告に付随して費用が嵩むにもかかわら

ず、国内外の投資家が税務の確実性と透明性確保を求めるなか、水平的モニタリングを適用する

企業は年々急速に増えている。 

______________________________________________________________________________________ 
EY はどんな支援が可能か 
 

EY は様々な業種において、水平的モニタリングへの移行支援で豊富な経験を積んでいます。
EY のサービスとして以下の分野でご支援可能です。 
➢ 水平的モニタリングへの移行準備体制の分析 
➢ 社内プロセス、内部統制、ITシステムの改善策策定 
➢ 必要文書の作成 
➢ 税務データマートの導入支援 
➢ 税務当局および連邦税務局との交渉支援 

______________________________________________________________________________________ 
 

最新動向 
ロシアでは、GAAR（一般的租税回避防止規定）（および、特に 2017年 8月 19日に適用が開始さ

れた税法第 54.1条）が次第に適用されるようになっている。かかる規定は、国内における法執行

を中心に適用されている。 

税務当局は特に国境をまたぐ取引に注目しており、二重課税防止条約の適用可能性を評価する目

的で、所得受益者の状況を分析している。 

多国籍企業内部におけるサービス提供契約は、税務当局の精査の対象となっており、当該サービ

スが実際に提供されているか、適切に文書化されているか、経済的に妥当かどうかの確認などが

行われている。 

グループ内の資金提供に関わる取引も精査の対象となっている。場合によっては、税務当局が外

国法人からの借入を投資に振り替えた結果、税務上で不利益が生じたケースもある（支払利息の

損金算入が認められないケース、支払利息が配当に振り替えられたケースなどもある）。 

ロシアの GAAR規定には、「ペーパーカンパニー（one-day company）」（不正事業者）を取り締

まる目的もある。これは、悪意ある納税者が VAT還付を受けたり利潤税申告時に損金を算入した

りするために利用する企業である。 

ロシアは 2019年から、動産に資産税を課税しなくなっている。これに伴い、特定の資産（大型の

産業機械など）を動産と分類すべきか不動産と分類すべきかに関して、税務当局と納税者の間で

意見の相違が生じている。 

また、納税者の取締役に滞納税金の補充責任が課される結果、滞納税金の納付義務が生じる場合

があることも特筆すべきである。  
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06. 付加価値税（VAT） 
 

納税者 
付加価値税（VAT）納税者とは、ビジネス活動の過程でロシア連邦領土およびロシア管轄区域にお

いて課税対象となる物品（作業およびサービス）の供給および／または財産権の譲渡を行う個人

事業者または法人（外国法人を含む）、または、ロシア連邦領土およびロシア管轄区域に物品を

輸入する個人事業者または法人（外国法人を含む）のことである。 

ロシア連邦領土およびロシア管轄区域とは、ロシア連邦領土、ならびに、ロシアが管轄する権利

のある人工的な島、設置された施設や構造物（例：沖合のリグ）をさす。ロシア政府は 2014年 3

月 18日以降、セバストポリ連邦市を含むクリミア自治共和国をロシア連邦領土の一部として扱っ

ている。 

 

税務登録 
ロシアにおける一般税務登録は、VATを含むすべての税金を対象にしている。ロシアの顧客に電

子サービスを提供する外国法人に義務付けられている VATの税務登録を除いて、納税者は別個に

VAT のみの税務登録を行うことはできない（下記の「電子サービスへの VAT課税（VAT on e-

services）」セクションを参照）。かかる VAT の税務登録それ自体では、外国企業がロシアで恒

久的施設（PE）を有すると見なされない。 

ロシア税法では、自主的な税務登録またはグループ VAT登録の規定がない。 

 

課税対象取引 
次に挙げる取引が VATの課税対象となる。 

► ロシア連邦領土およびロシア管轄区域における物品（作業およびサービス）の供給 

► 財産権の譲渡 

► 自己消費消費目的でのロシア連邦領土における物品（作業およびサービス）の譲渡。法人利

潤税の算出上、当該費用は損金算入ができない。 

► 自己消費目的での建設、据付、組立などの作業の実施 

► ロシア連邦領土およびロシア管轄区域への物品の輸入 

無償での物品（作業およびサービス）の譲渡は、VATの目的上、販売取引として取り扱われる。 

 

物品やサービスの提供地（提供地規則） 
（i）物品がロシア連邦領土またはロシア管轄区域に存在し、それらが船積みまたは輸送されない

場合、または、（ii）船済みまたは輸送の開始時点で、物品がロシア連邦領土またはロシア管轄

区域に存在している場合のいずれか一方の場合には、当該物品は VATの目的上、ロシアで供給さ

れたと見なされる。 

一般的に、サービスの提供地は、VATの特別規則で別途規定されていない場合には、サプライヤ

ーの活動場所と定義される。しかし、顧客の活動場所で供給されたと見なされるサービスの限定

的なリストが規定されている。当該サービスには、とりわけ無形財産の譲渡またはライセンス供

与、コンピュータープログラムの開発、適合、改良に関連するサービス、コンサルティング、法

務、会計、監査、広告およびマーケティングなどに係るサービス、人材出向サービスの提供（当

該人材がロシアで業務を行う場合）、動産の賃貸（陸上用自動車を除く）、その他の特定の種類

のサービスなどが含まれる。 

さらに、ロシア法では、ロシアで提供されたと見なされるその他の特定のサービスが具体的に指

定されている。これらのサービスには、ロシアに存在する不動産や動産に直接関連するサービス

（作業）、文化、芸術、教育、観光、レジャー、スポーツの各分野においてロシアで実際に提供

されるサービス、特定の種類の運輸サービスなどが含まれる。 
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税率 
VAT の標準税率は 20％であり、国内での物品、作業、サービスの売買取引の大半に課せられる。

特定の基礎食品、子供向け商品、医療機器、医薬品、新聞、雑誌には 10％の軽減税率が適用され

る。 

以下を含む特定の取引には VAT税率 0％が適用される。 

► 物品の輸出 

► 物品の輸出入に係る特定の種類の作業やサービスの実施  

► 外交使節団による公用での使用のために供給される物品（作業およびサービス） 

► ロシア連邦領土内でロシアの納税者によって行われる、トランジット通関手続き下にある物

品の輸送に直接関連する作業やサービス 

特定の種類の取引に VAT税率 0％の適用を受けるためには、証拠書類を収集し、定められた期間

内に VAT申告書とともに当該証拠書類を税務当局に提出しなければならない。所定の書類が期限

内に提出されない場合には、VAT標準税率が適用される。 

外国法人が電子サービスを提供する場合、ならびに、企業全体を複合資産（asset complex）とし

て売却する場合には、VAT込みの取引価額に対して特別な VAT税率である 16.67％が適用される

（これは、VAT抜きの取引価額に VAT税率 20％が適用されるのと全く同じことになる）。 

 

VAT 非課税取引 
ロシアで行われる特定の取引については、VATの免除が適用されることから、VATの課税対象外と

なる（VAT非課税取引は、関連する仕入 VAT（input VAT）の損金算入ができないという点におい

て、VAT税率 0％が適用される取引とは異なる）。VAT非課税取引のリストは網羅的なものであ

り、金融、保険、教育、文化、医療の各分野でのサービスの提供、特定の医療機器や人工装具の

供給、身体障害者用器具の供給などが含まれる。 

また、VATの免除は、発明、実用新案、工業デザイン、ソフトウェア、データベース、集積回路

トポグラフィ、生産上の秘密（ノウハウ）などに対する独占的な権利の付与、ならびに、ライセ

ンス契約に基づいて前述の項目を使用する権利の付与にも適用される。ただし、商標権の使用に

関するライセンス料の支払いは、VAT課税免除の対象とはならない。 

革新的な商品や技術の新規開発および最新化を目指した特定の活動も VAT課税免除の対象にな

る。 

 

提供時点（Time of supply） 
VAT が課税されるポイントは、「提供時点（time of supply）」と呼ばれる。納税者にとって、

提供時点とは、次に挙げる日付のいずれか早い日となる。 

► 物品（作業およびサービス）または財産権が提供または譲渡される日 

► 将来の物品（作業およびサービス）供給または財産権の譲渡に係る支払いの全部または一部

が受領される日 

外国法人が電子サービスを提供する場合には、当該電子サービスに係る支払いが受領される日が

提供時点となる。 

 

VAT の算出 
VAT の納付額は、VAT の課税標準（大抵の場合、取引価額）に VATの税率を乗じて算出される。仕

入 VATの還付を受けるための一般的な基準が満たされれば、納税者は、物品（作業およびサービ

ス）の購入に際して課せられる仕入 VATの金額を VAT納税額から減額することができる。 
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納税者による VAT の還付請求 
一般的に、購入者は、サプライヤーによって徴収される VAT（仕入 VAT）を回収することができる

が、該当するコストが VATの課税対象となる事業活動に関するものであり、サプライヤーによっ

て適切に作成された VATインボイスを受領していることが前提となる。仕入 VATには、ロシアで

提供または譲渡される物品（作業およびサービス）や財産権に課税される VAT、輸入品に課税さ

れる VAT、外国法人から物品（作業およびサービス）を取得する際に納税代理人（tax agent）と

して顧客が支払う VATなどが含まれる（下記の「外国法人からの購入品に係る VATの源泉徴収

（Withholding of VAT on purchases from foreign legal entities）」のセクションを参照）。 

2019年 7月 1日から、上記の一般規則の例外規定が施行された。具体的には、納税者は、適用提

供地規則に基づいて、ロシア国内で供給されたと見なされないサービスの提供で使用された物品

（作業およびサービス）に係る仕入 VATを還付請求し取り戻すことができるようになった。いわ

ゆる「輸出サービス（exported services）」の購入者が属するビジネスセクターや場所に関する

制限はない。しかし、この新制度は、ロシア税法の規定に基づき VATの非課税取引に分類される

サービスには適用されない。 

仕入 VATの還付は、ロシア国内で課税対象取引を行う登録済み納税者のみに認められている。ロ

シア税法では、外国法人は、ロシア国内での購入時に発生する仕入 VAT を回収することが認めら

れていない。この規定は、外国法人がロシア国内で電子サービスの提供者として VAT登録してい

る場合にも適用される。したがって、ロシアで税務登録していない顧客に課せられるロシアの

VAT は、当該顧客にとって追加コストになる。 

納税者は、VATの非課税取引（つまり、VATの免除対象取引）および VATの課税対象取引の両方を

行っている場合、これらの取引をそれぞれに分けて計上しなければならない。VATの課税対象取

引に直接関連する仕入 VATは全額回収することが可能であるが、VATの免除対象取引に直接関連

する仕入 VATは回収不可能であり、法人利潤税上、費用計上されるべきである。VATの課税対象

取引、免除対象取引のいずれにも直接関連しない仕入 VAT（たとえば、一般管理費に係る仕入

VAT）は両者に按分されるべきである。特定の購入品（作業およびサービス）が VATの課税対象取

引および免除対象取引の両方に係る物品（作業およびサービス）の生産および／または販売に使

用される場合には、関連する仕入 VATは売上高全体に占める課税対象取引の割合に応じて回収す

ることがでる。 

仕入 VATの金額が売上 VATの金額を上回る場合、その差額は、税金還付を通じて、または、納税

者の国への将来の納税義務（VAT、その他の連邦税、または、未払いの税務上の罰金）との相殺に

よって、当該納税者に償還される可能性がある。VATの還付ポジションになる場合には、VAT申告

書の提出日後 3ヵ月以内に、税務当局によって書類上の税務調査が行われる。また、（i）直近の

3年超にわたり納税者であり、直近 3年間（暦年ベース）の総納税額が 20億ルーブル以上であ

り、かつ（ii）償還金額に対する銀行保証を税務当局に提出している場合には、書類上の税務調

査の完了前に、当該納税者への VATの償還（相殺または還付）が認められる場合がある。 

外国法人から電子サービスを購入するロシアの法人または個人事業者は、電子サービス提供者に

よって徴収された VATを回収する権利を有している。ロシアの顧客は、VATを回収する権利を行

使するためには、（1）VATの金額、VAT登録番号（VAT ID）、電子サービス提供者の登録理由コ

ードなどが個別に明記された契約書および／または調停文書、ならびに、（2）電子サービス提供

者への VATを含む支払金額の送金を示す書類を保有していなければならない。  
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______________________________________________________________________________________ 

EYはどんな支援が可能か 
 

仕入 VATの損金算入に関する法律改正を踏まえれば、ロシアに子会社を有する国際企業グル
ープにとって、今こそが、ロシアの子会社の提供するサービスが、ロシアの VATの観点から
適正に取り扱われているかを検証する絶好の機会です。納税者が VAT 免除対象となる特定の
サービスに係る仕入 VATを損金算入する権利を得たことから、ロシア税務当局はロシアで実
施されている業務の実体、ならびに、当該業務が VAT の目的上、適切に取り扱われているか
どうかについての注視を強めると予想しています。これは、サービス契約を通じて資金調達
しており、売上取引にあまり多額の VATが課税されていない、国際企業グループのロシアの
子会社にとっては特に重要な問題になります。当該法律改正の施行により、これらのロシア
の子会社は VATの還付ポジションになることから、徹底的な税務調査の対象になる可能性が
あります。 
 

上記を鑑み、当社は以下に点についてお手伝いいたします。 

➢ クロスボーダー契約に基づいて提供されるサービスの分析、ならびに、ロシア国内で VATの
免除対象として取り扱われる可能性がある要素の識別 

➢ サービスがロシア国内で VATの免除対象として適切に取り扱われているかどうかのレビュー 
➢ 法律改正の実施に伴う社内の会計方針のアップデート 
➢ ロシア国内の VATの影響に対処するためにグループ内の関係再構築の可能性のレビュー  
______________________________________________________________________________________ 
 

納付および申告 
納税者は、VAT申告書を四半期ごとに（対象となる四半期（暦年ベース）終了後の翌月 25 日まで

に）電気通信チャンネルを通じて電子形式により提出する。VATは、報告対象の四半期の翌月か

ら 3ヵ月にわたり毎月 25日までに 3分の１ずつロシア税務当局へ納付されなければならない。 

ロシア国内に複数の支店を持つ法人は、VATの申告や納付を本店で一括集中することができ、支

店では VATの算出や納付は行う必要はない。 

ロシア税務当局に VAT登録している外国の電子サービス提供者は、ロシア税務当局の公式ホーム

ページ経由で四半期ごとの VAT申告書を提出し、各四半期（暦年ベース）終了後の翌月 25 日まで

に VATを全額納付しなければならない。 

 

輸入取引 
輸入物品には国境の税関で輸入 VATが賦課される。輸入物品に対して課せられる VATは税関で徴

収され、当該 VATは、（該当する場合には）輸入関税、物品税を含む、当該物品の総価額に基づ

いて課せられ、当該物品の輸入申告を行う企業によって納付される。 

実際のところ、輸入契約には、物品の輸入だけでなく、当該物品に係るサービスの提供について

も規定されている場合がある。そのような場合、異なった VATの取り扱いが適用される可能性が

ある。つまり、税関で契約価額全体が VAT 課税対象として取り扱われる場合もあれば、物品の価

額が VAT課税対象として取り扱われる一方で、サービスの VATステータスは別途決定されること

が必要となる場合がある。したがって、物品の輸入とサービスの提供の両方をカバーする契約は

慎重に作成されなければならない。 

特定の輸入物品については輸入 VATが免除される。たとえば、ロシア製の同等品が無い特定の種

類の製造機器（関連するスペアパーツを含む）については、輸入 VATが免除される。輸入 VATの

適用除外に関するより詳しい情報については、「関税（Customs）」セクションを参照のこと。 
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外国法人からの購入品に係る VAT の源泉徴収 
ロシア法人が、ロシアで税務登録をしていない外国法人から物品（作業およびサービス）を購入

し、当該物品（作業およびサービス）の提供地がロシア国内である場合には、購入者であるロシ

ア法人が VATの納税代理人と見なされ、課税標準は当該ロシア法人によって決定される。当該ロ

シア法人は VATの納税代理人として外国法人へ購入代金として支払われる金額から VATを源泉徴

収し、納付しなければならない。 

この一般規則は外国法人からの電子サービスの購入には適用されない。この場合、電子サービス

提供者である外国法人が VATを徴収し納付する義務を負うことになる。 

上記の源泉徴収メカニズムに対処するために、外国の電子サービス提供者は通常、ロシア VATの

金額をグロスアップすることによって、VATが源泉徴収された後でも対価の全額を確保できるよ

うにしている。 

 

電子サービスに係る VAT 
ロシアの VATの目的上、電子サービスは、情報技術（IT）を用いて、インターネットを含む情報

通信ネットワーク経由で自動的に提供されるサービスと定義されている。電子サービスには、主

に次に挙げるものが含まれる。 

► インターネット経由でコンピュータープログラムを使用する権利の付与 

► オンライン広告サービスの提供 

► インターネット上での物品や財産権の購入オファーの掲載に関するサービスの提供  

► ホスティングサービスおよびストレージサービス 

► 教材や資料を使用する権利の付与 

ロシアの顧客に提供される電子サービス（B2C（一般消費者向け電子商取引サービス）と B2B（企

業間電子商取引サービス）の両方）はロシアで VATの課税対象になる。電子サービスを提供する

外国法人は、ロシアで VAT登録を行い、電子サービスに対して VATを課し、VATを納付し、VAT の

申告義務を履行することが義務付けられている。この場合、源泉徴収メカニズムは適用されな

い。 

一般規則に加えて、当事者はロシア連邦税務局（Federal Tax Service）が発行する（法的拘束力

のない）公式ガイダンスに従うことができる。当該公式ガイダンスでは、電子サービス提供者で

ある外国法人がロシアの顧客に対して VATを請求せず、ロシアの顧客が（自発的に）納税代理人

として VATを代理納付した場合には、税務当局は当該外国法人に再度 VATを納付するよう求める

根拠がなくなり、また当該顧客に納税義務を再計算（VATの再請求や VATの返還要求）するよう

求めることもできなくなる。したがって、両当事者が合意すれば、ロシアの顧客が電子サービス

に関して引き続き自発的に納税代理人として VATを代理納付することができる。しかし、たと

え、VATがロシアの顧客によって代理納付される場合でも、電子サービス提供者である外国法人

はロシアで VAT登録を行い、四半期ごとにゼロの VAT申告書を提出することが義務付けられてい

る。VATが未納となる場合には、当該外国法人が依然として VATの納付責任を負っており、当該

外国法人は、税務当局の要請に応じて、VATがロシアの顧客によって納付されたことを証明する

書類を提出しなければならない。 

外国法人が仲介業者（ロシア法人、外国法人のいずれであっても）を通じて電子サービスを提供

している場合には、VAT登録は義務付けられない。ただし、当該仲介業者がロシアの顧客との調

停に直接参加すること、また電子サービスを提供する外国法人と代理人契約、仲介契約またはそ

の他の類似の契約を締結していることが前提となる。この場合、当該仲介業者は関連する VAT義

務を履行しなければならない。 

電子サービス提供者である外国法人は、ロシアで VAT登録すれば、ロシアにおける VATの課税対

象となる物品（作業、電子サービス以外のサービス）に係るすべての取引に対して VATを計上し

納付しなければならない。 
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VAT とユーラシア経済連合（EAEU） 
上記のように、ロシア、ベラルーシ、カザフスタン、アルメニアおよびキルギスタン間のユーラ

シア経済連合（EAEU）の法律によって、加盟国間での単一の関税地域が創造された。ユーラシア

経済連合の法律では、域内の異なる加盟国に所在する法人間の取引について特別な VAT規則が定

められている。ある加盟国から別の加盟国へ輸出される物品に対する VATの税率は 0％である。

輸出物品に対して VAT税率 0％の適用を受けるためには、納税者は、輸入側加盟国の税務当局の

印鑑で認定された関連書類を提出しなければならない。  

ある加盟国から別の加盟国へ輸入される物品に対しては輸入 VATが課せられる。納税者は、他の

加盟国から輸入された物品については別途の VAT申告書を提出しなければならない。 

電子サービスへの課税については、ユーラシア経済連合の法律では、電子サービスが域内加盟国

の顧客に提供される場合どのように課税されるべきかについて規定されていない。しかし、特定

の加盟国は、ロシアで現在適用されている VAT制度と同じ VAT制度の導入を検討している。 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

EYはどんな支援が可能か 
 

実際のところ、電子サービスに係る VATに適用される上記規則は、IT セクターの企業に影響
を及ぼすのみならず、付随的な活動として電子サービスに分類されるサービスを提供するさ
まざまな企業、ならびに、同じグループ内の他企業とソフトウェア／データベース IT ソリュ
ーションを共有（グループ内取引）する企業にも影響を及ぼすことになります。したがっ
て、各企業は、電子サービスに関するロシアの VAT 規則を確実に順守するために先を見越し
た措置を講じなければなりません。 

 

上記を鑑み、EYは以下に点について企業のお手伝いをいたします。 

➢ ロシアの顧客に提供されているサービスを分析し、当該サービスが電子サービスとして取り
扱われるべきかどうかを判断する 

➢ 特定の電子サービスについて、VAT免除の適用可能性を検討する 
➢ ロシアにおける VAT登録プロセス 
➢ VAT申告書の作成および提出、税務当局との潜在的なコミュニケーションなどを含む、ロシ

アにおける VATコンプライアンス 
➢ ロシアにおける VATの影響に対処するために、ロシアの顧客への電子サービスの提供体制を

再構築する可能性や、ビジネスモデルや財務モデルを変更する可能性を検討する 
______________________________________________________________________________________ 
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07. 資産税 
 

納税者 
資産税の納税者となるのは 

► ロシア法人 

► ロシアで恒久的施設を通じて活動を行う外国法人、およびロシア国内に不動産を保有する外

国法人 

 

課税基準 
ロシア法人およびロシアで恒久的施設を通じて活動を行う外国法人が保有している不動産で、ロ

シアの会計基準に基づく財務諸表上の固定資産は、資産税の対象となる。 

課税基準は、それら法人の貸借対照表上の対象資産の減価償却後の残存簿価で、当該期間（3ヶ

月、6ヶ月、9ヶ月、および暦年）の平均価額をもとに算出される。 

特定の種類の資産の課税標準は資産価値（カダスタルバリュー）に基づいて決定される（行政の

中心地やビジネスの中心地、居住用ビルや非居住用ビル、駐車スペースや立体駐車場、恒久的施

設（PE）を有していない外国法人（または、恒久的施設の活動との関係がない外国法人）の不動

産、建設途中の建造物、農業用、造園用または個別住宅建設用の土地にある構造物）。このよう

な種類の資産は、たとえ納税者の貸借対照表に固定資産として計上されていない場合でも（納税

者が当該資産の所有者である場合、または、当該資産がコンセッション契約に基づいて納税者に

より取得された場合）、課税標準の一部を形成する。 

資産が課税期間（年度）の 1月 1日現在における正式な資産価値査定報告書（cadastral 

valuation report）に記載されていない場合には、当該課税年度における当該資産の資産税の課

税標準は、旧規則の下での純帳簿価額に基づいて決定されなければならない。資産価値査定のな

い不動産が外国法人によって所有され、当該不動産がロシアにおける外国法人の恒久的施設の活

動と関係がない場合には、当該不動産の課税標準はゼロに相当すると見なされる。 

注目すべきことは、ロシア税法において「不動産」についての用語の定義が曖昧であることや、

固定資産を動産と不動産に分類する方法を巡って問題が頻繁に発生していることから、納税者

は、資産税の納税義務を決定するに当たり問題に直面し、結果として潜在的な税務リスク（また

は、税金の過大納付リスク）にさらされる可能性があるということである。当社は、これらの事

項に関する支援の提供には豊富な経験を有しており、喜んでお手伝いさせていただきます。 

 

税率 
不動産に対して課税される資産税率は、次の税率を上限として各地域の税務当局によって決定さ

れる。 

► 資産価値に基づいて課税されない不動産に対する資産税率は 2.2％ 

► 資産価値に基づいて課税される不動産に対する資産税率は 2.0％ 

► （ロシア連邦政府が承認したリストに記載されている）公共鉄道および関連施設に対する資

産税率は 1.6％ 

► 一定の条件が満たされること を前提に、ロシア連邦政府の承認リストに記載された特定の

種類の不動産に対する資産税率は 0％（例：幹線パイプライン施設、天然ガス採取設備、ヘ

リウム生産および貯蔵設備、鉱床開発の技術計画で定められた施設・設備など） 

各地域の税務当局は資産税率を 0％まで軽減することができる。 

 

税制上の減免措置 
特定の資産は資産税の課税標準から除外される。当該資産には、土地、その他の天然資源の埋蔵

地、原子力発電所、宇宙船、ロシアの国際船舶登録簿（Russian International Register of 
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Vessels）に登録されている船舶、文化遺産として認められた資産などが含まれる。特定の地域で

は、特定の投資プロジェクトに従事する納税者には資産税が全額免除されている。 

ロシア法人が（ロシア国外の資産に係る）資産税をロシア国外で納付している場合、当該資産税

の納付額を同一の資産に対してロシア国内で課税される資産税の納付額と相殺することができ

る。資産税の相殺を申告するためには、納税者はロシア国外での資産税の納付を裏付ける書類を

提出しなければならない。 

 

申告および納付 
納税者は、四半期ごとに（第 1四半期、第 2四半期および第 3四半期の）資産税の予定納税額を

見積もり、前払い納付しなければならない。課税期間の終了後、納税者は、当該課税期間に対す

る資産税の総税額からそれまで四半期ごとに前払い納付された納税額を差し引いて算出された税

額を納付しなければならない。年次資産税申告書は、報告対象年度の翌年の 3月 30日までに税務

当局に提出されなければならない。  

各地域の税務当局が最終的な資産税の納付期限および資産税の前払い納付期限を定める。また、

各地域の税務当局には資産税の前払い納付を取りやめることが認められている（その場合、当該

年度の資産税総額が年 1回納付されなければならない）。 

 

______________________________________________________________________________________ 

EYはどんな支援が可能か 
 

「不動産」についての用語の定義が曖昧であることから、納税者が固定資産を分類すること
や、結果的に資産税の課税標準を計算することが困難となっており、潜在的な税務リスクの
発生および／または税金準備金の計上（資産税の過大納付）につながる恐れがあります。ま
た、ロシアの連邦税法や地方税法では、資産税について各種の減免措置が規定されており、
資産税を計算する際には、これらの減免措置を適切に検討する必要があります。 
 
当社は、以下の点についてお手伝いをいたします。 
➢ 固定資産を動産と不動産に分類するための貴社の既存の方法を分析する（また必要に応じ

て、より適切な方法を策定する）。 
➢ 課税計算上控除可能な減価償却額を決定するために関連する ITツールを提供する。つま

り、固定資産に税務会計の指標を割り当てるプロセス（例えば、耐用年数、減価償却グルー
プ）を自動化する。 

➢ 資産税に適用される減免措置を分析し、当該減免措置の認定を受けるための支援を行う。 
➢ 資産税に関するタックスコンプライアンス（税法順守）の支援を行う。 
➢ 資産税に関するその他の支援を行う。 

______________________________________________________________________________________ 
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08. その他の税金 
 

物品税 
物品税は、輸入商品及びロシアで生産された特定商品に課税される。物品税対象商品には酒類、

タバコ、自動車、オートバイ、宝石類、原油、ディーゼルオイル、モーターオイル、ガソリンな

どが含まれる。税率は物品ごとに異なる規定があり、通常、1単位当たりの固定額や価格に一定

率を乗じた金額に対して設定され、大きな幅がある。輸入酒類および輸入タバコは、当該商品に

物品税印紙が添付されている場合に限り、税関を通過できる。いくつかの例外を除いて、輸出に

は物品税が免除される。物品税は法人利潤税の算出上、損金算入が可能である。 

 

車両保有税 
車両保有税は登録された車両（特に、自動車、オートバイ、ヘリコプター、ヨット、帆船など）

を保有するロシア法人および外国法人に対して課税される。課税標準はエンジン出力、ジェット

推力または車両に種類に基づいて計算される。 

ほとんどの種類の陸上車両に対しては、ロシア税法で規定された税率であるエンジン出力 1馬力

当たり 1ルーブルから 15ルーブル（約 1米セントから 22米セント） が適用される。 

各地域の税務当局は、10倍を超えない範囲で税率を増減できる。平均価値が 300万ルーブル（約

4万 3271US $）  以上の自動車に対する車両保有税は、自動車の価値や年数によって税率に 1.1

倍から 3.0倍の係数を乗じて引き上げられる。 

車両保有税の納税申告や納付の条件については、車両が登録されている地域の税務当局が定め

る。しかし、報告対象年度の翌年の 2月 1日までに、車両保有税の確定申告書が提出され、かつ

確定した税額が納付されていなければならない 。 
 

______________________________________________________________________________________ 

EYはどんな支援が可能か 
 

当社は、車両保有税に関するタックスコンプライアンス、ならびに、関連する税務リスクや
税制上の優遇措置や恩典の分析などを支援するとともに、その他の車両保有税に関する支援
を提供いたします。 
______________________________________________________________________________________ 
 

鉱物採掘税 
石油、天然ガスおよび天然ガスコンデンセートに対する鉱物採掘税の税率は、実際の容積や数量

に基づいて定率として設定されているが、世界価格の変動に伴い変更される可能性がある。採掘

が難しい油田、新しいオフショア炭化水素鉱床、指定されたその他の地下埋蔵地などの開発を促

進するために、タックスホリデー（税金の一時免税措置）、税率を軽減する係数（最大 0％まで

軽減）など、税制上の優遇措置が適用される。その他の商業用鉱物資源は、採掘された鉱物の価

値に基づいて課税される。 

 

炭化水素の採掘に係る追加所得税  
探鉱権および採掘権を保有し、特定の地下油田で炭化水素の採掘に従事する企業が追加で得た収

益に対して追加所得税が課税される。追加所得税は、炭化水素の販売からのみなし収益から関連

する実際の費用およびみなし費用を差し引いた金額に対して課税される。当該追加所得税の税率

は、課税標準の 50％に設定されている。 
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その他の租税公課 
企業が支払うべきその他の税金には、個人所得税、社会的貢献税（100ページの「個人

（Individuals）」のセクションを参照）、土地税、水税、賭博税、さまざまなライセンス料など

が含まれる。 

 

______________________________________________________________________________________ 

EYはどんな支援が可能か 
 

当社は、上記の各種税金やライセンス料に関して、タックスコンプライアンス、関連する税
務リスクや税制上の優遇措置の分析などを支援するとともに、その他の支援も提供いたしま
す。 
______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

09. 国際税務について 
 

ロシアに恒久的施設のない外国法人のロシア源泉所得への課税 
源泉税 

源泉税の制度は比較的 OECD原則に近い。外国法人のロシア源泉所得は、その外国法人が恒久的施

設（PE）を介し行う事業活動と関連性がない場合、支払元でロシアの法人利潤税の対象となる。

ロシア源泉所得を外国法人に支払う者は、ロシア法人利潤税を源泉し、代理納付する義務があ

る。 

 

ロシア源泉所得 

ロシア源泉所得とされるのは以下の項目である。 

► ロシア企業からの配当及び他の類似方法による利益配分 

► あらゆる種類の債券（利益分配型、転換社債を含む）からの受取利息 

► ロシアにおける著作権、特許、商標、工業デザイン、機密事項に関する使用料の支払 

► 資産の 50％以上を不動産が占めるロシア企業の株式（株式持分）の譲渡益、同様の株式

（株式持分）を原資とする金融派生商品の譲渡から生じたキャピタル・ゲイン。ただし、そ

のロシア企業の株式がロシアまたは外国の証券取引所に上場されている場合を除く 

► ロシアにある不動産の譲渡から生じた益金 

► ロシアにおける賃貸料及びリースの支払 

► 国際輸送から生じた所得 

► ロシア法人や公的機関が契約義務違反により支払う罰金・罰則 

► 不動産ファンドに該当するクローズド・エンド型投資信託の売却(償還も含む)から生じた所

得 

► その他同種の所得 

外国法人のロシア PEから本社への利益の本国送金は課税対象外。 
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納税 

源泉徴収税は、そのような収入が支払われるたびに外国法人に支払われる収入に課され、国家予

算に送金されなければならない。  

 

源泉税の税率 

外国法人に支払われる所得にかかる源泉税率は、所得により異なる。 

所得の種類 税率 

利息 20%(*) 

国際輸送に使用される船舶、航空機、その他の

輸送手段又はコンテナの運航、管理、リースか

ら生じた所得 

10% 

配当 10% 

不動産の売却に伴うキャピタル・ゲイン、保有

資産の 50%以上が不動産で構成されるロシア法

人の株式譲渡から生じたキャピタル・ゲイン 

20% 

レンタル収入 20% 

ロイヤルティ 20% 

その他の所得 20% 

*特定の種類の国債・地方債、モーゲージ担保債権、モーゲージプールへの参加証書から生じた特

定所得に係る利息には、軽減税率が適用される。 

ユーロ債の利息について、次にすべての条件を満たす場合、ロシアの債券発行者は納税代理人と

ならない。 

1．ユーロ債（法律では「circulated bonds」と定義）の契約および目論見書において利息の条件

としてその旨が明記されていること、または資金の移動においてその関係が明確であること。 

2．ユーロ債が上場されているまたは、一つ以上の外国市場で取引されており、債券の保有者が外

国の保管人（デポジトリー）または清算人(クリアリング）に登録されていること。但し、ロシア

財務省の協力のもとで作成されたロシア中銀の定めるリストに、それらのユーロ債がトレードさ

れる外国市場、保管人、清算人が含まれていることが前提。 

3．ユーロ債発行者である外国機関、または流通される証券から生じる所得に係る利息の支払を受

け取ることが認められている外国機関、または発行者が別の外国機関である発行済みの流通され

る証券に関して権利と義務が譲渡された外国機関、利息の支払日において、ロシアと租税条約を

締結している国の居住者であることが、居住証明書により証明されている場合。 

ユーロ債の利息について、次にすべての条件を満たす場合、ロシアの債券発行者は納税代理人と

ならない。 

► ロシア連邦政府が発行した債券の利息、ロシアの地方政府が発行した債券の利息。 

► ロシア法人が支払う所得で、発行した債券が外国市場で売買されており、その債券が外国市

場の法令に基づき発行されている場合 

► ロシア法人が支払う所得で、その支払が外国法人の債務やユーロ債について保証に関わる場

合 

► ロシア法人が支払うその他の所得で、支払債務またはユーロ債においてその旨で規定されて

いる場合（例えば、ユーロ債の期限前の再購入や期限前償還） 

ロシア法人が発行する有価証券の権利が名義上の外国人保有者の預託口座、権限のある外国人保

有者の預託口座、および／または、預託プログラムの預託口座に記録されており、その情報が納

税代理人に適切な方法で提供されなかったことに関連して有価証券に係る所得が支払われる場合

には、当該有価証券に係る所得（ただし配当所得は除く）に対して 30％の「懲罰的な」税率が適

用される。 

ロシア法人がロシア企業または外国企業から受領する配当金に対しては 13％の税率で課税され

る。 
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ロシア税法典では、外国企業からロシア法人が受領する配当金に対して資本参加免除規定

（participation exemption provision）が定められている。配当金を受領するロシア法人が、配

当金を支払う企業の資本金のうち少なくとも 50％を超える持分を連続して 365日間（暦日ベー

ス）以上にわたり保有し続け、かつ配当金が外国企業によって支払われ、当該外国企業が財務省

のオフショア地域（租税回避地）リストに記載された国・地域の居住者でない場合には、0％の税

率が適用される（巻末資料４を参照）。 

 

税制上の減免措置 
ロシア連邦や旧ソビエト連邦が締結した二重課税防止条約を含め、二重課税防止条約では、源泉

徴収税の軽減や免除など税制上の減免措置が付与される場合がある。旧ソビエト連邦が締結した

租税条約は、相手当事国によって破棄されるか、または、新たな租税条約に取って代わられない

限り、ロシア連邦によって継承されている。この 20年間で、ロシアは、経済協力開発機構

（OECD）のモデル租税条約に準拠した新しい租税条約を数多く締結しており、現在では広範な租

税条約のネットワークを有している。2020年 1月 1日現在で、ロシアは 80ヵ国以上の国々と二

重課税防止条約を締結している。 

租税条約に基づいてロシアの源泉徴収税の免除または軽減税率の適用を受けることを望む外国企

業は、当該租税条約国の税務上の居住者（tax resident）であることを裏付ける当該国の税務当

局発行の税務上の居住者証明書（Tax Residency Certificate）をロシアでの当該所得の支払者に

提出しなければならない。さらに、当該所得の受領者が受益者（beneficial owner）であること

を証明する確認書を納税代理人に提出しなければならない（巻末資料 3「租税条約に基づく源泉

徴収税率（treaty withholding tax rates）  二重課税防止条約の源泉税率一覧表」を参照）。 

 

外国税額控除 
前述したように、ロシア法人は全世界所得に対してロシアで課税される。したがって、課税標準

を決定する際には、ロシア源泉所得と外国源泉所得の両方を考慮する必要がある。 

二重課税を避けるため、ロシア法人が外国の制定法に従い外国で納付した納税額は、必要書類が

適切に整備されていることを条件として、ロシア国内における当該ロシア法人の納税額から控除

することができる。当該控除額は、外国管轄区において課税された所得に対するロシアでの納税

額を超えてはいけない。しかし、外国源泉所得として受領した配当に対する外国での源泉徴収額

は、適用二重課税防止条約にかかる外国税額控除が規定されている場合（大抵の場合はそうであ

る）にのみ、ロシア国内における配当の納税額から控除することができる。その他の種類の所得

については、租税条約の有無にかかわらず税額控除が受けられる。  
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税源浸食および利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施する

ための多数国間条約（MLI） 
ロシアは 2019年に「税源浸食および利益移転（BEPS）を防止するための租税条約関連措置を実施

するための多数国間条約（MLI：Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related 

Measures to Prevent Base Erosion And Profit Shifting）（BEPS防止措置実施条約）」を批准

した。ロシアの租税条約については 2021年から MLIの適用が施行される予定である。MLIの適用

により、MLI署名国の立場に基づいて MLIの適用対象となる二重課税防止条約（租税条約）へ多

くの修正が加えられる。ロシアは 70本を超える租税条約に MLIを適用する予定である。 

租税回避否認規定（Anti-Abuse Rule）に関しては、ロシアは主要目的テスト（principal 

purpose test）および簡略版特典制限条項（simplified limitation on benefits provision）か

ら成る複合アプローチの適用を選択している。主要目的テストでは、租税条約の特典を受けるこ

とが、仕組みや取引の主要目的または主要目的の 1つである場合には、租税条約の特典は適用さ

れないと規定されている。簡略版特典制限条項では、「適格者（qualified person）」のみが租

税条約の特典を受けることができるようになっている（例外も規定されている）。ロシアで採用

されている MLIの任意規定には、配当源泉徴収税の軽減税率の適用を受けるための企業に対する

所有持分の保有期間に関する条件、不動産の「間接的な売却」に係る課税に関する規則、恒久的

施設に関する複数の規則などがある。 

  



79 
 

10. 「脱オフショア化」政策 
 

2015年 1月 1日以降、ロシア政府は脱税や資本逃避（キャピタルフライト）に対処することを目

的に「脱オフショア化」政策を強化してきた。 

► 被支配外国企業（CFC）に関するルール（外国子会社合算税制）の導入により、ロシアの課

税範囲を被支配外国企業の利益まで拡大。 

► 「実質的な管理場所（place of effective management）」テストに基づく外国企業に対す

るロシアでの税務上の居住者の概念。 

► 受益権者（beneficial ownership）の概念に基づいて、租税条約の特典の適用を制限するこ

と。 

 

被支配外国企業（CFC）に関するルール 
被支配外国企業とは、以下の両方の基準を満たす外国企業である。 

1）ロシア連邦における税務上の居住者ではないこと。 

2）当該外国企業の実質的支配者（controlling person）がロシア連邦の税務上の居住者として

認められている組織および／または個人であること。 

また、被支配外国企業はロシア連邦の税務上の居住者として認められている組織および／または

個人によって支配される非法人外国事業体（foreign unincorporated entity）であってもよい。 

以下の人も外国企業の実質的支配者として認められる。 

1）当該外国企業に対して 25％を上回る出資持分を保有する個人または法人。 

2）当該外国企業に対するロシア連邦の税務上の居住者全員の合計の出資持分（個人の場合に

は、配偶者や未成年の子供の出資持分も合わせて）が 50％を上回る場合、当該外国企業に対して

10％を上回る出資持分（個人の場合には、配偶者や未成年の子供の出資持分も合わせて）を保有

する個人または法人。 

また、外国企業に対して保有する出資持分が上記の基準を満たさない場合でも、当該外国企業を

実質的に支配している人は当該外国企業の実質的支配者と見なされる。 

ロシアの税務上の居住者は、以下の形で CFCに出資している場合、当該 CFCの実質的支配者とは

見なされない。 

► ロシアの公開会社への直接的および／または間接的な出資を通じての支配。 

► （ロシアと税務情報を交換していない国以外の）OECD加盟国の領土にある証券取引所で株

式が取引されている外国企業への直接的および／または間接的な出資を通じての支配。当該

国のリスト（「ブラックリスト」）はロシア連邦税務局によって承認される（付録 5を参

照）が、以下の条件が同時に満たされることが前提となる。 

► 当該外国企業それぞれに対する実質的支配者の直接的および／または間接的な出資持分が

50％を超えないこと。  

► 外国の証券取引所で流通している普通株式の割合が当該外国企業それぞれの定款資本金

（charter capital）の 25％を上回っていること。 

CFC の帰属する未分配利益への課税は以下のとおりである。 

► 実質的支配者がロシアの税務上の居住者である法人の場合、20％の法人利潤税が課税され

る。 

► 実質的支配者がロシアの税務上の居住者である個人の場合、13％の個人所得税が課税され

る。 

CFC の年間課税所得が 1,000万ルーブル（約 14万 4,238US $）未満の場合には、当該 CFC の未配

分利益はロシアにおいて課税対象とはならない。 
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CFC の未配分利益に対するロシアの課税額は、当該利益に対する外国での課税額、および、当該

CFC のロシア源泉所得に対してロシアの納税代理人によって源泉徴収されたロシアの源泉徴収税

額によって減額される場合がある。 

CFC の利益の一部を課税標準に含めなかったことにより税金が未納または過小納付となる場合

は、滞納税として 20％のペナルティが科され、滞納税は少なくとも 10 万ルーブル（1,422US $）

以上となる（ロシア税法典第 129.5条）。 

CFC に関するルールには複数の例外規定が含まれており、該当する場合には、CFCの未配分利益は

ロシア連邦で課税対象にならない（その一方で、実質的支配者は依然として課税対象となる）。

このような例外規定の対象となる CFCには以下のものが含まれる。 

► 株主や出資者に利益を配分しない非営利組織。 

► 現在事業活動を行っている外国企業および外国の持ち株会社または準持ち株会社。 

► 対象会計年度の財務諸表が作成される期間の所得（利益）に対する実効税率がロシアの法人

利潤税の加重平均税率の少なくとも 75％以上である企業（当該 CFC はロシア財務省の外

国・海外統治領（タックスヘイブン地域）の「ブラックリスト財務省の認定したブラック・

リスト国一覧」国の税務上の居住者であってはいけない～巻末資料 4を参照）。 

► 銀行、保険会社、上場証券の発行体（当該 CFCは、ロシアと二重課税防止条約を締結してい

る国の税務上の居住者でなければならない。ただし、ロシアと税務情報を交換していない国

は対象外となる。当該国のリストはロシア連邦税務局によって承認されている～巻末資料 5

を参照）。 

 

外国企業に関するロシアでの税務上の居住者の概念 
外国企業は、その実質的な管理場所がロシアに所在する場合には、ロシアの税務上の居住者とし

て取り扱われる場合がある。この場合、所得の源泉地にかかわらず（ロシア国内外を問わず）、

当該外国企業のすべての所得がロシアにおいて課税対象となる。 

以下の条件が一つでも満たされる場合には、外国企業の実質的な管理場所がロシアに所在すると

見なされる。 

► 当該外国企業の執行機関がロシア国内で会社に関する活動を定期的に行い、かつその規模が

他国においてよりも大きい場合。 

► 当該外国企業の上席執行役員による業務執行・運営が主にロシア国内で行われている場合

（会社の業務執行・運営とは、企業の日常的な事業活動に関する意思決定やその他の活動の

遂行を意味するものと解される）。 

議論の余地がある場合には、外国企業をロシアの税務上の居住者と認識するに当たり、下記の追

加基準が使用される。 

► 当該外国企業の会計記録や経営管理記録がロシア国内で保存されている。 

► 当該外国企業の記録の管理がロシア国内で行われている。 

► 当該外国企業の日常的な人事管理がロシア国内で行われている。 

外国企業がロシアとの租税条約締結国で税務上の居住者であり、当該国で適格な従業員や資産を

使用して事業活動を行っている場合、当該外国企業は海外から管理されていると見なされ、自動

的にはロシアの税務上の居住者と見なされない。 

一定の状況下で、外国企業は個別にロシアの税務上の居住者であると認定される場合がある。 

 

受益権者（beneficial ownership）の概念 
前述のとおり、二重課税防止条約の規定に基づいてロシア源泉所得に対する税免除または軽減税

率の適用を受けるためには、外国企業は当該外国における税務上の居住者証明書、ならびに、当

該所得の受益権者であることを証明する確認書をロシアの納税代理人に提出しなければならな

い。 
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所得の受益権者とは、その企業に対する直接および／または間接の出資、その企業に対する支

配、またはその他の事由によって、当該所得を使用および／または処分する独立した権利を有す

る人（非法人事業体）のことである。 

また、所得の受益権者は、その者の利益のために他者がその所得を処分する権利を有している場

合の当該者である場合がある。 

さらに、ロシア税法典では、いわゆる「ルックスルー」アプローチが採用されており、当該アプ

ローチによって、たとえ所得の直接の受領者が他者であったとしても、特定の状況下では、二重

課税防止条約／ロシア税法典に基づいて当該所得が受益権者に支払われたかのように税務上取り

扱われる場合がある。 

ロシアの大統領は 3月 25日に、複数の国とのロシアの租税条約について、配当や利息に対する源

泉徴収税に関する規定を厳格化すると発表した。ロシアから外国の受領者に支払われる配当や利

息に対して 15％の源泉徴収税の適用が提案されている。ロシアとの租税条約相手国が当該租税条

約の関連規定の修正を拒否する場合には、ロシアは当該租税条約から一方的に脱退する可能性が

あると述べている。 

ロシア財務省は二重課税防止条約における現在の源泉徴収税率の変更に関する書簡をキプロス、

ルクセンブルグ、マルタの各財務省にすでに送付している（配当および利息に対する源泉徴収税

率の修正案はいずれも 15％となっている）。同条約の修正は 2021 年 1月 1日から施行される予

定である（または、同条約が同日に破棄されることになる）。いずれにしても、二重課税防止条

約の現行規定は 2020 年中、効力を持ち続けることになる。 

 

特別行政区 
2018年以降、カリーニングラード州（オクチャブリスキー島）や沿海地方（ルースキー島）にお

ける特別行政区（SAD）で税務上や通貨上の特権を取得することを目的として法人を国際企業とし

て登録することが可能になっている。国際企業資格を取得できる企業は営利法人の外国法人のみ

であるが、銀行、ノンクレジット金融機関（保険会社、年金基金等）、決済システム運用会社、

その他の金融機関は対象外である。当該外国法人は、法律で定められた本拠地変更プロセスに基

づいて資格変更を実施することを決定していなければならない。外国企業が特別行政区の居住者

として認識されるための条件の一つとして、外国企業はロシア連邦の領土で少なくとも 5,000万

ルーブル相当の投資を行わなければならない。一定の条件が満たされれば、特別行政区で登録さ

れた外国企業は、配当（受取配当、支払配当の両方）、株式や所有持分の売却による所得などに

対する税制上の減免措置、CFC関連の税制上の減免措置など、複数の税制上の優遇措置を享受で

きる。 
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______________________________________________________________________________________ 

EYはどんな支援が可能か 
 
「脱オフショア」法には、外国企業の所得に課税することを目指した一連の措置が規定されてい
ます。この関連でロシア税法典に加えられた変更には、被支配外国企業（CFC）に関するルール、
外国企業をロシアの税務上の居住者として取り扱うことを認める規定、受益権者に関するルール
などの導入が含まれています。こうした背景を踏まえて、海外で事業活動を行う数多くのロシア
企業グループは、海外での組織体制を大幅に見直し、新たなビジネスプロセスや追加の管理手順
を実行するとともに、これらのプロセスや手順を自動化する方法を検討することが必要になって
います。 
 

当社は、脱オフショア化法に関連するアドバイザリーサービスの提供に幅広い経験を有して
おり、特に以下の点について企業のお手伝いをいたします。 
• どのような外国企業／企業形態（ファンド、トラスト等）がロシアの CFCに関するルールの

対象になるのかを識別する。 
• CFC の利益に対する課税額を正確に計算し、当該課税額を合法的に削減する方法を識別する

（例えば、分配された配当金の控除、外国税額控除、CFCに対する課税免除等）。 
• CFC の実質的支配者の CFCに関する報告義務についてアドバイスを提供し、関連書類の作成を

支援する。 
• 企業グループの外国企業がロシアの税務上の居住者と認定されるリスクを識別し、当該リス

クを軽減するための提言を行い、組織再編の実現可能な選択肢について助言する。 
• 租税条約の修正案や判例法に基づく判決の厳格化を踏まえて、貴社のリスクをタイムリーか

つ徹底的に評価し、最適な対応戦略を選択する。 
• 外国企業が受益権者の基準を満たしていないリスクを評価し、「代替の」受益権者を識別

し、税務当局から異議申し立てがある場合には「答弁ファイル」を作成する。 
 

当社は、脱オフショア法の適用との関連で、貴社が新たな要件にタイムリーに対応し、税務リス
クに効果的に対処することができるよう支援いたします。
______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

11. ロシアにおける会社の組織再編への課税 
 

ロシアにおける会社の組織再編（合併、吸収合併、事業再編、スピンオフ（分社

化）、会社分割などの形式）は一般的に税務上、中立的である。ロシアでは会社の

組織再編によって被再編会社の株主に対する課税は生じない。 

 

さらに、ロシア企業の組織再編に伴い、被再編会社により新設会社に移転された資産、売掛金、

負債に対しては課税されない。一般的に、支配の制限には変更がない。もし、組織再編の結果、

納税者が事業活動を停止する場合には、法的な承継会社が被再編会社から移転された税務上の繰

越欠損金を使用することができる。ただし、組織再編前に前身会社に生じた損失によって承継会

社の課税標準を減額することが組織再編の主要目的である場合は、この限りではない。 

会社の組織再編や清算の場合には、税務調査の実施を決定した年の直前の 3年間（暦年ベース）

を対象に税務調査が実施される可能性がある。この場合、当該 3年間を対象に以前、税務調査が

行われたかどうかは関係ない。  
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12. 関税 
 

概要 
ロシアにおける関税の規制は国際基準に基づいて作成されており EU関税コードの概念を導入して

いる。ロシアは 2012 年 8月に世界貿易機関（WTO）に加盟したが、その他にも世界関税機構、商

品の名称及び分類についての統一コードに関する国際条約（1983 年ブリュッセル）、暫定輸入に

関する国際条約（1990年イスタンブール）、税関手続の簡素化及び統合に関する国際規約の議定

書（京都議定書）等にも署名している。ロシアは 2012年 8月に世界貿易機関に加盟した。 

 

ユーラシア経済連合：ロシア、ベラルーシ、カザフスタン、アルメニ

ア、キルギスタン 
ロシアは、ベラルーシ、カザフスタン、アルメニア、キルギスタンの間で、関税同盟を形成し

た。ユーラシア経済連合は、これの国で関税同盟を組成したが、次の段階ではこれらの国の経済

的統合をもたらす。関税同盟国の間で統一された関税法、関税同盟国との国際的な協定、関税同

盟委員会の決議、統一関税率、統一された非関税措置のシステム（輸入上のライセンス要件な

ど）は、ロシアにも適用される。関税同盟は、関税同盟国のメンバー内で物品が自由に移動する

ことを意味する。  

ユーラシア経済連合の関税法は 201８年 1 月から施行され、関税同盟の税関コードを入れ替え

た。ユーラシア経済連合域内の関税規制は、ユーラシア経済連合の税関法および同盟国の間の国

際的な協定が適用される。 

同時に、それらの規定がユーラシア経済連合の税関法に組み込まれているため、多くの国際協定

が破棄された。ユーラシア経済連合の関税法の規定の実施は、他の加盟国およびロシアの関税法

の改正も引き起こした。 

 

輸入税 
一般的に、輸入品は輸入関税と輸入 VATの対象となる。商品の種類によっては（例: アルコー

ル、タバコ、個人所有の車、ガソリン等）は物品税の対象にもなる。（71ページの「その他の税

金」を参照) 

関税率は、商品の関税価値の 0％ から 15％まで様々である。輸入 VATの税率は通常 20%(例外も

あり)、関税価値と関税の合計を元に算出される。一般的に、輸入業者によって支払われた輸入

VAT は、その売上 VAT と相殺が可能である。 

現在、書籍・特定の医薬品・技術機器の一部、その他の商品に関しては、関税率を 0％としてい

る。人道支援、自然災害・事故・災害による被害の修復の為に必要な物品、外交用品に関して

は、関税と VATが免除される。 
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輸出税 
商品の種類によっては（例：石油、天然ガス、木材等）輸出関税の対象となる。 

 

関税価値 
ロシアでの関税価値の算出は、関税と貿易に関する一般協定（GATT） / 世界貿易機関（WTO）の

ルールに基づく。通常、輸入品の関税価値は、インボイスに記載されている商品代金に、取引価

格に含まれていない輸入に伴う諸費用を加えて算定される。これらの追加コストの代表的なもの

として、商品のロシアの国境までの配送にかかるコスト（例：輸送や保険のコスト）、ロイヤリ

ティーやその他知的財産の使用のために支払う報酬、購入者から販売者へ無償で提供された材料

費などがある。この関税価値の算出方法は「取引価値法」と呼ばれる。 

関税価値が取引価値法で算定することができない場合、他の方法（同一または類似した商品の取

引価格、コスト控除法、積上げ法）の適用が容認される。 

 

関税コード 
ユーラシア経済連合の関税品目分類表がロシアで適用されている。この関税品目分類は、国際統

一商品分類に基づいている。従って、実際には例外もあるが、原則として、商品コードの始めの

6桁の数字はロシアと EUで同じである。商品分類に関しては、事前に税関から拘束力のある決定

を得ることも可能である。 

 

通関制度 
国境を越えてロシアに入る全ての物品・車両運搬具の移動は、関税同盟国の関税法に規定された

通関制度に基づき行われる。それぞれの通関制度は異なる要件を規定しており、輸出入取引にお

いて関税・非関税障壁に大きな影響を与えているが、以下に主な通関制度を説明する。 

 

国内消費を目的として輸入する通関方法 

商品を再輸出する予定が無い場合、ロシアにおける国内消費を目的として完全に輸入される場合

に適用される。この輸入通関方法は、最も頻繁に適用される直接的な方法である。この制度で

は、関税、輸入 VAT、通関手続費用を支払った後、ユーラシア経済連合域に於いて商品はロシア

で自由に流通される。 

 

保税倉庫 

物品が保税倉庫に輸入された場合、輸入品は、最終消費者への販売されるまでまたはロシア国外

への再輸出までの間、関税当局の管理の下の特定の倉庫（関税保税倉庫）で保管される。関税と

輸入 VATの支払は、物品が実際に最終消費者へ販売され、保税倉庫から出される時まで延期され

る。 

保税倉庫で保管されている商品は同じ状態で保管される必要がある。すなわち、保税倉庫で保管

されている商品の製造、組立て、変形は禁じられている。 

保税倉庫での物品の保管期間は 3年を超えることはできない。この期間を超えると、物品は別の

関税の課税制度の下で保管される必要がある。物品が自由に流通される場合には、関税と VATが

課される。物品がユーラシア経済連合域外へ再輸出された場合、関税や輸入 VATは課されない。 
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暫定輸入 

暫定輸入の下では、物品の輸入に際して、関税と輸入 VATの全額または一部免除が認められる。

再輸出を前提に一定期間、暫定的に輸入される製品に適用される。暫定輸入の期間は 2年を超え

ることはできない。（一部の例外あるある） 

関税の全額免除が適用できるのは、販売を目的としない活動での使用が予定される物品に限られ

る。典型的な例は、ロシアでの展示会やテストの為の商品の輸入である。特定の種類の船舶や航

空機にも全額免除の制度がある。 

関税の完全免除が適用できない場合、輸入者は物品を完全輸入する場合の関税総額の 3％の関税

を月々支払う必要がある。この支払額は、物品が再輸出されたとしても還付されない。 

暫定輸入の期間が終わると、製品はロシア国外へ再輸出されるか、ロシアへの完全輸入に切り替

えることができる。暫定輸入された製品をロシアに完全輸入に切り替える場合、まだ未納の関税

額とその納付遅延利息を支払う必要がある。 

事務つ上、この通関手続きは、特にロシアにおけるリース業務用の輸入に広く使用されている。 

 

加工に対する関税の課税制度 

加工に対しては 3つの関税制度がある。 

1．輸出目的としたロシアでの商品の加工  

この通関手続きでは、ロシアで商品の加工を営む企業が、一定の条件を満たせば、原材料を関税

と輸入 VATを支払うことなくロシアに輸入できる。この制度の条件に違反した場合に課される関

税と税金の支払を担保する為、銀行の保証が必要となる場合もある。 

加工された最終商品は輸出しなければならない。 

仮に最終商品がロシアで市場に流通すると、関税と輸入 VATが原材料の関税価値に対してかかる

と同時に、遅延利息が課される。 

2．国内消費を目的とした商品の加工 

この通関手続きの下では、輸入関税は、最終商品がロシア市場に自由に流通された後にのみ支払

われる。従って、最終商品が輸入関税の対象となる。加工のために輸入された原材料は、輸入税

関を免除されるが、輸入 VATが適用されるこの制度を適用するには、政府の特別リストに記載さ

れた物品のみ。関連者の申請にでそのリストを拡張することが可能。 

3．ロシア国外での商品の加工 

ロシア国外での商品の加工に対する関税制度とは、加工のために原材料を輸出し、加工後の最終

商品をロシアに再輸入を認める制度である。この場合の輸入関税と輸入 VATは、加工作業による

付加価値に対してのみかかり、輸入品の価値総額に対してはかからない。この制度はロシア国外

へ修理のために輸出が必要となる商品に対して有効である。 

 

独立国家共同体（CIS）自由貿易体制 
独立国家共同体（CIS）諸国内の自由貿易体制下では、ロシアに輸入される CIS加盟国原産の物品

に対しては関税が免除される。この関税免除を受けるためには、当該物品は、CIS加盟国の居住

者間で締結された契約に準拠して輸入され、また CIS加盟国の領土から直接出荷されなければな

らない。追加の要件として、売り手は当該物品の所有者でなければならない。物品の原産地は、

特定原産地証明書によって裏付けられていなければならない。VAT や物品税（該当する場合）は

免除されない。2016 年 1月 1日から、ウクライナとの自由貿易体制は一時的に中断されている。  
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その他の国との自由貿易協定 
ベトナム： 2015年 5月 29日に、ベトナムとユーラシア経済連合（EAEU）加盟国との間で自由貿

易協定（FTA）が締結された。これは EAEUが域外の貿易相手国と締結した最初の自由貿易協定で

ある。この自由貿易協定では、EAEU加盟国原産の物品およびベトナム原産の物品に対する輸入関

税率が移行期間を通じて双務的に緩やかに引き下げられることになっている。移行期間は物品の

種類によって 5年から 10年までとなっている。本自由貿易協定は 2016 年 10月に発効している。 

イラン： 2019年 10月 27日に、EAEU加盟国とイラン・イスラム共和国との間の自由貿易圏の設

立に向けた暫定協定が発効した。本暫定協定では、EAEU加盟国とイランとの間の輸入関税率が限

られた範囲の物品に対して軽減または免除されることになっている。さらに、貿易を制限する不

当な非関税措置は、本暫定協定に記載された物品に対して適用してはいけないことになってい

る。本暫定協定の有効期間は 3年間である。当事者は暫定協定期間中に本格的な自由貿易協定を

締結しなければならない。 

シンガポール： EAEU加盟国とシンガポール共和国との間の自由貿易協定が 2019年 10月 1日に

締結された。本自由貿易協定では、EAEU加盟国原産物品すべてのシンガポールへの輸入に係る自

由貿易体制が定められている。その一方で、本自由貿易協定が発効すれば、EAEU加盟国はシンガ

ポール原産物品の 40％に対して輸入関税を免除する予定である。本自由貿易協定の発効後 5年か

ら 10年以内に、シンガポール原産物品の 87％を限度として、輸入関税が免除されると予想され

ている。本自由貿易協定は、関係各国での法的手続きが完了後、発効することになる。 

セルビア： 2019年 10月 25日に、EAEU加盟国とセルビア共和国との間で自由貿易協定が締結さ

れた。セルビアは、ロシア、カザフスタン、ベラルーシとの間では個別に二国間自由貿易協定を

すでに締結している。新たに統一された自由貿易協定で、特恵貿易体制の適用対象範囲がアルメ

ニアやキルギスタンにも拡大される。本自由貿易協定は、EAEU加盟各国およびセルビアでの法的

手続きが完了してから 60日後に発効する。 

 

開発途上国および／または後発開発途上国原産の物品に係る特恵貿易体

制 
ロシアに輸入される開発途上国原産物品の関税率は、EAEU共通関税率（Common Customs 

Tariff）の 75％に相当する水準まで引き下げられている。ロシアに輸入される後発開発途上国原

産物品に適用される輸入関税率は 0％に引き下げられている。当該特恵関税率の適用を受けるた

めには、対象となる開発途上国または後発開発途上国およびその物品が EAEUの定める特別リスト

に記載されていなければならない。また、当該物品は開発途上国または後発開発途上国から直接

ロシアに出荷されなければならない。物品の原産地は特定原産地証明書によって裏付けられてい

なければならない。 

 

輸入許可 
ロシアに物品を輸入する前に輸入許可書類を取得することが必要だが、輸入許可書類の取得には

数多くの要件がある。当該要件にはライセンス、適合証明書、適合宣言書などが含まれる。特定

の輸入品に関して取得が義務付けられる一連の輸入許可書類は、輸入品の関税コード、品目名、

特性によって決まる。一部の物品（例：医薬品、靴など）については、ロシア国内での発売に先

立って表示義務に適合している必要がある。  
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______________________________________________________________________________________ 
EYはどんな支援が可能か 
 

今日の世界経済において、国際的な物品の移動は、複雑で費用のかかる活動になることがあ
ります。世界貿易問題に効果的に対処することが、競争上の優位性を維持するためにこれま
で以上に極めて重要となっています。貴社が世界中で物品をより効果的に移動することがで
きるよう、当社の世界貿易の専門家がお手伝いいたします。 
 

当社は、以下のサービスを含め、幅広いサービスを提供しています。 
 
1. 輸出入および通関手続きの管理 
企業による輸出入業務の体系化や再構築に対する支援： 
➢ ロシアなど EAEU 加盟国による物品の輸出入に関する段階的な実行計画の策定 
➢ 輸出入業務や通関手続きの体系化：ビジネスプロセスの構築および実行、通関業者のための

マニュアルや要件の作成 
➢ 最も効率的な通関手続きの選択や、免税措置や特恵関税の適用に対する支援 
➢ 必要な書類の作成（例：輸入／輸出契約書） 
通関手続きと簡略化： 
➢ 通関手続き、税関倉庫手続き、その他の手続きの自動処理の適用 
➢ 「認定された貿易関連事業者（AEO：Authorized Economic Operator）」ステータスの取得 

2. データ管理および分析 
通関ツール：以下を含む、税関申告書の自動処理および自動確認のためのソリューション 
➢ 選択されたパラメーターに基づく税関申告書の自動レビュー 
➢ 税関申告書のデータに基づく報告書の作成 
➢ 選択された基準に基づいて異なる通関業者の用いる方法におけるエラーの自動識別（例え

ば、物品の関税分類） 
➢ 通関業者のサービスに関連する費用のモニタリング 

3. 関税支払いの管理 
EAEUの商品名称および分類に準拠した物品の分類： 
➢ 分類コードの決定 
➢ 仮分類決定（拘束力のある関税率の決定）の取得支援 
➢ 物品の原産国の判定および原産国に応じて認められる特恵関税の適用： 
➢ 原産地基準の適合可否についての分析 
➢ 物品の原産地に関連する関税免除や制約についてのアドバイス 
関税課税価格： 
➢ 関税課税価格および関税課税価格に控除または加算される可能性のある費用（例：ライセン

ス料）の判定、ならびに、当該費用を控除または加算する方法の構築および実行 
➢ 関税課税価格の妥当性の根拠の提示（税関の要求に対する回答を作成、関連する論拠を構築

し書類を起案） 

4. リスク管理 
輸出入業務の遂行に際し、税関の要求事項や国際貿易要件への順守の確認： 
➢ 税関の要求事項への順守（クライアントの輸入／輸出取引に関する全面的な分析） 
➢ 通関業務のヘルスチェック（輸出入取引の簡易分析、例えば、特定の領域における分析） 
➢ 効率と法令順守の観点からの企業の輸出入プロセスや通関手続きに関する分析 

5. 保護 
税関の措置および行政違反の裁定に対して裁判所および上級税関当局への不服申し立て、な
らびに、税関とのコミュニューケーションにおいて実務的な支援の提供： 
➢ あらゆる種類の税関監査時 
➢ 行政違反の訴訟時 
➢ その他すべての実務的な問題に関して 

知的財産の保護： 
➢ 知的財産の税関登録簿（Customs Register of Intellectual Property）および知的財産の統

合税関登録簿（Unified Customs Register of Intellectual Property）への商標権の登録  
➢ 税関当局とのやり取り 
______________________________________________________________________________________ 
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13. 移転価格税制 
 

 

概要 
移転価格税制の大部分はロシア税法典の第 105.1条から第 105.25条に定められている（移転価格

税制は 2011年 7月 18日付け連邦法第 227-FZ号によって導入され、2012年 1月 1日から施行さ

れている）。ロシアは経済協力開発機構（OECD）加盟国ではないが、ロシアの移転価格税制は概

ね OECD移転価格ガイドラインに定められた原則に基づいて設定されている。ただし、OECD移転

価格ガイドライン自体には法的拘束力はない。実務上、ロシアの移転価格税制が OECD移転価格ガ

イドラインと一致しない場合には、移転価格税制が優先する。ロシアの移転価格税制は独立企業

間原則に基づいており、取引の形式よりも実質を重視している。 

ロシアにはルーリング（事前確認）制度が存在しない。ロシアの連邦税務局または財務省により

プライベートレタールーリング（特定の事実関係に関する法令解釈・適用を示す文書）が発行さ

れるが、これは税務当局や企業に対して法的な拘束力を持たない。 

上記したロシア税法典の条項以外に、ロシアの財務省または連邦税務局は、一般的な独立企業間

原則の適用に関する立場を明確にするためや、現在の移転価格税制の適用に関する納税者からの

特定の質問に応えて、定期的にプライベートレタールーリングを発行する。プライベートレター

ルーリングはロシアの財務省または連邦税務局の公式な立場を示しているが、納税者に対して法

的な拘束力は有していない。 

ロシアは 2017年 11月に BEPS（税源浸食と利益移転）行動計画 13の移転価格の文書化要件を採

用した（BEPS行動計画 13の移転価格の文書化要件は 2017年 11月 27 日付け連邦法第 340-FZ号

によって導入され、2017年 1月 1日以降に開始する事業年度から適用されているが、国別報告書

については 2016年度から適用開始することが選択できるようになっていた）。 

 

移転価格税制の適用対象範囲 
原則、ロシアの移転価格税制は、関連者間取引に焦点をあてているが、第三者との特定の取引も

移転価格税制の適用対象となっている。2019年から、移転価格税制上、関連者間取引

（controlled transaction）に分類されるクロスボーダー取引（国境を越えて実施される取引）

には 6,000万ルーブル（約 86万 5,426US $）の基準値が適用されている。関連者間取引以外に

も、コモディティの販売に係る非関連会社間のクロスボーダー取引や、当事者の一部が「ブラッ

クリスト」国 の居住者である取引が移転価格税制の適用対象になるが、この場合も同じ重要性の

基準値が適用される。 

2019年 1月 1日から、ロシアにおける多数の国内取引が移転価格税制の適用対象から除外され

た。引き続き移転価格税制の適用対象となっている関連者間取引は、年間 10億ルーブル（約

1,442万 3,770US $）を超え、以下の条件のいずれかを満たす取引である。 

► 取引の当事者に、当該取引から得られる利益に対して異なる税率が適用されている。 

► 当事者の一方が、従価税率で鉱物採掘税を支払っている。 

► 当事者の一方または両方に特別税制が適用されている（例えば、帰属所得に対する統一税、

統一農業税）。 

► 当事者の一方が法人利潤税の免除を受けている。 

► 当事者の一方が新たなオフショア鉱床開発のオペレーターまたはライセンス所有者である。 

► 当事者の一方または両方がスコルコボリサーチセンターの居住者である。 

► 当事者の一方または両方に法人利潤税上、投資税控除が適用されている。 

► 当事者の一方が、当該取引から得た所得に加えて、炭化水素の採掘から得られた追加所得に

対して所得税を納付している。 

国内取引が移転価格税制の対象外となる場合でも、地方の税務当局が不正な税制優遇措置の概念

の観点から、当該国内取引を調査する可能性も残っている。もしそうなれば、当該国内取引にお

ける価格設定アプローチが移転価格算定方法を使用して調査される可能性がある。 
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以下のような一部の国内取引は移転価格税制の適用対象外となる。 

► 国内の連結納税グループのメンバー企業間の取引 

► ロシアの同じ地域に登録されている両当事者間の取引。ただし、両当事者のいずれもロシア

の他地域に経済的に自律した下位部門を有していないか、または他地域で法人利潤

税を納付していないこと、両当事者のいずれも税務上の欠損を計上していないこ

と、および、取引が関連者間取引と見なされる他の事由が存在していないことを条

件とする。 

► ロシアの大陸棚埋蔵地域における同じ油田での炭化水素の採掘活動を伴うプロジェクトに関

連するオペレーターまたはライセンス所有者である当事者間の取引 

► 最大 7日までの銀行間信用（預金） 

► ロシアと外国の軍事的および技術的な協力に関連する取引 

► 保証の提供を伴う取引。ただし、当該取引の全当事者が銀行以外のロシアの法人であること

が条件となる。 

► 無利子貸付を伴うロシアの関連当事者間の取引 

► 倒産予防措置およびロシア連邦銀行（中央銀行）による銀行規則の執行の一環としての銀行

による権利の譲渡（分割） 

ロシア税法典においては、2つの法人が関連当事者と見なされる主要な基準は、25％の株式保有

基準である。つまり、当事者の一方が他方当事者の株式を直接的または間接的に 25％超保有して

いる場合である。他にも多くの条件があり、当事者間の関係が取引の条件や結果に影響したこと

が証明される場合には、裁判所はその他の事由により企業や個人が関連当事者であるという判断

を下すことができる。 

 

移転価格算定方法 
ロシア税法典には国際的に使用されている移転価格算定方法と類似する 5つの移転価格算定方法

が定められており、それらは独立価格批准法（CUP法）、再販売価格基準法（RP法）、原価基準

法（CP法）、取引単位営業利益法（TNMM）および利益分割法（PS 法）である。CUP法が最優先さ

れているのに対し、利益分割法は最終手段と見なされている。非関連顧客へ物品を再販する通常

の販売業者には、再販売価格基準法が優先的な移転価格算定法と見なされている。 

また、これら 5つの移転価格算定方法のいずれも適用できないような一度限りの取引について

は、独立した第三者による評価報告書の使用が認められている。 

利子率はロシア税法典に定められたセーフハーバーの範囲内であれば、独立企業間原則に基づい

ていると見なされる。セーフハーバーの範囲は、ローンの通貨や、クロスボーダー取引か国内取

引であるかによって異なってくる。金融取引に対してセーフハーバーが規定されている（最低利

子率および最高利子率）。利子率がセーフハーバーの範囲外となる場合には、納税者は当該利子

率を正当化するために経済性評価を行うことができる。 

無形資産に係る移転価格税制の影響に対処する BEPS行動計画 8の要件を実行する一環として、無

形資産に関する機能分析を実施する際に考慮に入れるべき機能やリスクのリストがある。これら

の機能やリスクは、無形資産の開発（D）、改良（E）、維持（M）、保護（P）および活用（E）に

関するものである（別名、DEMPE機能および関連リスクとして知られている）。また、ロシア税

法典では、無形資産に係る関連者間取引の比較可能性を評価するに当たり考慮に入れるべき無形

資産の特徴が定められている。それらは、無形資産の種類、排他性、法的保護の条件（存在と期

間）、無形資産の使用権が帰属する国、耐用年数、ライフサイクル上の段階（開発、改良、活

用）、改良に伴う無形資産の価値の向上に関連しての当事者の権利および機能、当該無形資産の

使用により所得を得る可能性などである。  
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文書化の要件 
関連者間取引の通知 

関連者間取引に関する情報は、移転価格通知書を使用して、毎年税務当局に提出されなければな

らない。この情報は、関係者間取引が発生した年の翌年の 5月 20日までに税務当局に提出されな

ければならない。すべての関連者間取引は移転価格通知書に記載して報告されなければならな

い。 

移転価格文書化 

税務当局は、移転価格が独立企業間原則に準拠していることを証明する移転価格文書の提出を要

求することができる。移転価格文書は、税務当局による提出要求の 30 営業日以内に税務当局に提

出されなければならない。ただし、税務当局は報告対象年度の翌年の 6月 1日以前には当該文書

の提出を要求することはできない。大まかに言って、ロシアの移転価格文書には OECD移転価格ガ

イドラインで推奨されている情報に類似した情報が記載されなければならない。ロシアのデータ

に基づく（またロシア税法典で規定された検索方法に従った）比較可能性分析では、比較対象企

業（tested party）の所在地がロシアであることが必須である。外国の比較可能なデータは、ロ

シア国内で信頼できる情報がない場合にのみ受け入れられる。移転価格文書は現地語（ロシア

語）で提出されなければならない。 

国内取引に関しては対称的調整を行うことができる。次の場合に、関連者間取引の他の当事者に

対称的調整を行う権利が生じる。つまり、（1）ロシア連邦税務局による加算税の賦課決定が、課

税額の査定対象となった関係者間取引の当事者によって履行された場合、または（2）関連者間取

引の当事者が関連者取引を納税申告書に記載し、自主的に調整を行っており、（該当する場合に

は）加算税を納付している場合である。 

第三者との取引、価格が統制価格または独占禁止当局によって規定された価格と一致している取

引、組織的証券市場で取引される有価証券やデリバティブに係る取引、事前承認制度（APA）の対

象となる取引については、移転価格文書の提出は不要である。 

BEPS（税源浸食と利益移転）行動計画 13 の報告書 

ロシアにおける BEPS行動計画 13に基づく移転価格文書化は、2017年 1月 1日以降に開始する事

業年度から適用されているが、国別報告書（CbCレポート）の提出は 2016年度から開始すること

が選択できた。ローカルファイル、マスターファイル、国別報告書から成る三層構造の報告制度

が導入されている。新たな報告要件は連結売上高が一定の閾値を上回る多国籍企業グループに適

用される。当該閾値は最終親会社（UPE）の所在地国における国別報告要件を参考にして設定され

る。最終親会社がロシアの納税者である場合には、当該閾値は 500億ルーブル（約 7億 2100万

US $）に設定されている。新たな報告要件が多国籍企業グループに適用される場合には、下記の

提出書類が作成されなければならない。 

► 国別報告書（CbCレポート）に係る通知書： 国別報告書の係る通知書は、最終親会社の報告

対象事業年度の終了後 8ヵ月以内に適格多国籍企業グループに属する各ロシア法人によって

提出されなければならない。当該通知書は、ロシア税法典で定められた要件を満たしてお

り、またロシア連邦税務局が定める XMLフォーマットを使用して提出されなければならな

い。 

► 国別報告書： 国別報告書（CbCレポート）は、報告対象事業年度の終了後 12ヵ月以内に提出され

なければならない。通常、国別報告書は多国籍企業グループの最終親会社（または指定された代理

親会社）によってその所在国で提出され、その後、当該所在国の税務当局とロシア連邦税務局との

間で国別報告書に係る情報の自動交換が行われる。ロシア政府が国別報告書の提出期限までに、最

終親会社または指定された代理親会社の所在国の税務当局との情報の自動交換を有効化していない

場合には、当該多国籍企業グループに属するロシア法人は、ロシアの税務当局の求めに応じて、ロ

シアの税務当局に国別報告書を提出しなければならない。 

► マスターファイル：ロシアの税務当局は報告対象事業年度終了から 12ヵ月後、遅くとも 36ヵ月

以内に適格多国籍企業グループに属するロシア法人に対してマスターファイルの提出を要請するこ

とができる。税務当局からの提出要請の受領後 3ヵ月以内に、当該ロシア法人はロシア語でマスタ

ーファイルを提出しなければならない。税務当局は 2017年に開始する事業年度からマスターファ

イルの提出を要請することができる。マスターファイルの内容はロシア税法典で定められた要件を
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満たしていなければならず、OECDの BEPS行動計画 13の報告書に明記された内容と幾つかの違い

はあるものの、概ね類似する内容となっている。 

► ローカルファイル： ローカルファイルは、適格多国籍企業グループに属するロシア法人のクロス

ボーダー取引に係る従来の移転価格文書に代わる「国家移転価格文書（National transfer 

pricing documentation）」としても知られている。ロシアの税務当局は報告対象年度（暦年）の

翌年の 6月 1日以降にローカルファイルの提出を要請できる。2018年度および 2019年度について

は、ローカルファイルの提出要請のタイミングが報告対象年度（暦年）の翌年の 12月 31日以降に

延長されている。ローカルファイルは税務当局の提出要請後 30営業日以内に提出されなければな

らない。ローカルファイルはロシア語で作成されなければならない。ローカルファイルの内容はロ

シア税法典の要求事項を満たしていなければならないが、一定の特別な考慮が適用される可能性が

ある。税務当局は 2018年度からローカルファイルの提出を要請することができる。 

 

移転価格調査  
ロシア連邦税務局は、関連者間取引に関する移転価格調査を実施する権限を有している。原則と

して、移転価格調査の対象となるのは直近 3年間（暦年ベース）である。関連者間取引に関する

移転価格調査は、特定の年について一度だけ実施することができる。 

関連者間取引における移転価格関連事項は特別移転価格調査の対象となる。当該の特別移転価格

調査は、一般的な税務調査とは切り離して、地方の税務当局ではなくロシア連邦税務局によって

実施されなければならない。これまで、移転価格調査の焦点は主にクロスボーダーコモディティ

取引や、低税率国・地域（low-tax jurisdiction）に関連する取引に置かれてきた。追加の高リ

スク要因には、グループ会社間のサービスフィー、経営管理料、ロイヤリティ、損失分担、およ

び、課税標準の大幅な減少、業界全体のベンチマークからの逸脱などが含まれる。特別経済区

（special economic zone）の居住者である企業が関与する取引、優遇税制の適用対象となってい

る取引、赤字企業が関与する取引など、一部の国内取引も高リスクと見なされる場合がある。税

務当局によって不正な税制優遇措置の享受につながる恐れがあると見なされる取引も移転価格ア

プローチを用いて徹底的に調査される可能性がある。 

 

罰則 
ロシア税法典では、移転価格調査の結果、納税者の課税所得が更正され、当該納税者が関連者間

取引における価格設定の妥当性を裏付ける適切な移転価格文書を提出しなかった場合には、未払

納税額の 40％（少なくとも 3万ルーブル（約 433US $）以上）の罰則金が課せられると定められ

ている。 

関連者間取引に関する通知書の未提出に対する罰金は 5,000ルーブル（約 72US $）である。 

ロシア税法典では国別報告書に関連して以下の罰則が定められている。 

► 国別報告書に関する通知書について、通知義務の不履行、提出遅延、または不正確な情報

の提出を行った場合には、5 万ルーブル（約 721US $）の罰金が科せられる（2020 年に開

始する事業年度から適用開始）。 

► 国別報告書については、報告義務の不履行、提出遅延、または不正確な報告を行った場合

には、10万ルーブル（約 1,442US $）の罰金が科せられる（2020年に開始する事業年度か

ら適用開始）。 

► マスターファイルについては、提出義務の不履行または提出遅延を行った場合には、10万

ルーブル（約 1,442US $）の罰金が科せられる（2020年に開始する事業年度から適用開

始）。 

► ローカルファイルについては、提出義務の不履行または提出遅延を行った場合には、10万

ルーブル（約 1,442US $）の罰金が科せられる（2018年に開始する事業年度から適用開

始）。 
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罰則の救済措置 
移転価格調査の結果、納税者の課税所得が更正される場合に罰則が科せられる。価格が適用され

る事前確認制度（APA）に準拠して設定されている場合や、納税者が関連者間取引における価格設

定の妥当性を裏付ける適切な移転価格文書を提出している場合には罰則が科せられることはな

い。 

もし税務当局によって納税者の課税所得が更正される場合には、訴訟や相互協議（MAP）が紛争解

決制度として利用できる。 

 

事前確認制度（APA） 
ロシア税法典ではロシアの税務当局との事前確認制度（APA）の締結が認められている。APAは、

関連者間取引を行う前に、一定の期間における関連者間取引の移転価格を決定するための一連の

適切な基準（例えば、移転価格算定方法、比較対象と比較対象の調整、将来の事象についての重

要な前提等）を事前に決定する取り決めである。APAには、ロシア連邦税務局と納税者との間の

国内（ユニラテラル）APA、2ヵ国の税務当局の合意に基づく二国間（バイラテラル）APA、3ヵ国

以上の税務当局の合意に基づく多国間（マルチラテラル）APAがある。ロシア企業のみが APAを

締結する資格を有しており、同時に当該ロシア企業は大口納税者に分類されていなければならな

い。ロシア税法典では、取引当事者がロシアと二重課税防止条約を締結している国・地域に所在

している場合に二国間 APAまたは多国間 APAが締結できると規定されている。 

二国間 APAや多国間 APAの管理プロセスを規定する手続きが 2018年 6 月から発効している。当該

手続きの導入によって、1ヵ国以上の外国の所轄官庁が関与する APAを締結するための実践的な

枠組みが提供されている。APAの有効期間は最長 3年間である。 

 

相互協議（MAP） 
相互協議（MAP）とは、OECDモデル租税条約の第 25条、および、さまざまな二重課税防止条約で

規定されている税務問題を解決するための政府間の協議手続である。ロシア財務省は 2019年 1月

に、租税条約締結国の所轄官庁との MAPの開始および実施に関する推奨事項を定めた納税者向け

の MAPガイドラインを発行した。MAPガイドラインはロシアの租税条約に盛り込まれている標準

的な MAP規定に概ね基づいているが、複数の重要な専門的説明が含まれており、例えば、相互協

議手続を開始する権利を有する人の権利や義務、どのような行動が必要なのか、相互協議手続の

下でどのような書類の提出が必要なのかなどについてより詳細な指針が示されている。 

MAP ガイドラインは、取り扱われている事項の重要性にもかかわらず、財務省の規制法ではな

く、一連の推奨事項を定めているにすぎない。つまり、MAPガイドラインは、租税条約締結国の

所轄官庁との相互協議手続の開始や実施に関連する問題に対処する際に、所轄官庁が参照する資

格はあるが義務付けられてはいない、実質的には「枠組み」文書にすぎないのである。 

2020年 1月から、「MAPの実施は関連する二重課税防止条約の条項に準拠するが、MAP申立書の

提出の手続きや期間制限は財務省によって定められる」という旨の参照条項がロシア税法典に追

加された（ロシア税法典の第 142.7条から第 142.8 条）。詳細な MAP手続きはまだ規定されてい

ない。 
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______________________________________________________________________________________ 

EYはどんな支援が可能か 

 

•移転価格税制の順守および文書化 

税務当局は、移転価格の問題により幅広く真剣に注視しています。税務当局が貴社の移転価

格慣行に異議を唱えるときに、グループ会社間取引の文書化が防御の最前線となります。貴

社が選択している文書化ニーズの対応アプローチがグローバル集中型アプローチであろう

と、分散型アプローチであろうと、当社の専門チームは貴社の移転価格の文書化プロセスを

支援いたします。 

•移転価格ポリシーの実行～グループ会社間取引の有効性 

移転価格ポリシーの運用は多くの多国籍企業にとって大きな課題となっています。当社は、

移転価格ポリシーの実施を改善し、かつ税務、事業単位、オペレーションの各分野にわたる

統合システムおよびプロセスを構築するための構造化され拡張可能な枠組みを開発していま

す。当社の柔軟性のあるアプローチを駆使して、貴社がグループ会社間取引を実行し、モニ

タリングし、報告するための持続可能な慣行を構築するお手伝いをいたします。 

•移転価格計画の策定とオペレーティングモデルの有効性 

当社の多分野型オペレーティングモデル有効性（OME）チームは、オペレーティングモデルの

設計、事業の再構築、システムへの影響、移転価格税制、直接税および間接税、関税、人

事、財務、会計などの各分野で貴社と協働して取り組みます。貴社の事業に最適なオペレー

ティングモデルの構築や実行、貴社の業務プロセスの改善、取引コストの管理などについて

貴社を支援いたします。 

•移転価格に関する論争 

税務当局は、移転価格やサプライチェーンにターゲットを絞り、クロスボーダーの状況や取

引への注視を強めています。当社は、クライアントが目的を達成するための論争戦略を構築

するお手伝いをいたします。大抵の場合、当該論争戦略には、強固な事前計画の策定、必要

に応じて移転価格の論争に関する予防的なアドバイスの提供、事前確認制度（APA）の検討、

移転価格調査に対する防御およびその後の国内の行政不服審査の申立て、裁判外紛争解決

（ADR）手続き機会のレビュー、租税条約の相互協議（MAP）条項に基づく所轄官庁への支援

要請の作成および実行、訴訟の支援などが含まれます。 

______________________________________________________________________________________ 

  



94 

14. 投資促進策 
 

ロシア税法典では、特別投資契約（SPIC）や地域投資プロジェクト（RIP）の参加

者、および、特別経済区（SEZ）の居住者には法人利潤税や資産税の軽減税率が適用

されるようになっている。 

 

特別経済区（SEZ） 
特別経済区とは、居住者が特定の税金や関税の優遇措置を含む特別なビジネス上のインセンティ

ブを受けながら事業活動を遂行する特別区域をいう。現在、法令により下記の 5種類の特別経済

区が設定されている。 

► 工業生産特別経済区 

► 技術開発特別経済区 

► 観光レクリエーション特別経済区 

► 港湾特別経済区 

► 特別に規制された特別経済区（カリーニングラード州、マガダン州、クリミア州の特別経済

区） 

技術開発特別経済区および観光レクリエーション特別経済区の居住者を除き、特別経済区の居住

者に対する連邦法人利潤税の税率は 2％に設定されている。技術開発特別経済区および観光レク

リエーション特別経済区の居住者については、ロシア連邦政府の決定により一つのグループに統

合され、連邦法人利潤税率は 0％に設定されている。 

特別経済区の税制上の優遇措置を受けるためには、特別経済区の居住者であることが必要にな

る。つまり、特別経済区の域内で登録し、特別経済区の所管行政機関と特別協定を締結し、特別

経済区における事業活動や投資額に関する一定の条件を満たすことが必要になる。 

地方税法では、特別経済区の域内で行われる事業活動に関して、特別経済区の居住者に対する地

方法人利潤税に軽減税率を適用できると定められている。ただし、当該居住者が特別経済区の域

内外での事業活動に関連する所得および費用について域内外で区別して別々の会計帳簿を保持し

ていることが条件となる。 

また、特別経済区の居住者は、バランスシートに計上された下記の資産に対する資産税が免除さ

れる。当該資産は、特別経済区で事業活動を遂行するために創造または取得され、特別経済区の

創設に係る協定の枠組みの範囲内で特別経済区において使用され、特別経済区の域内に所在して

いなければならない。資産税の免除は、当該資産が登録された月の翌月から 10年間適用される。 

また、特別経済区の居住者にはその他の税金に関しても減免措置が適用される場合がある。 

特別経済区に関連する事業活動には区分経理（separate accounting）が適用されるが、ロシア連

邦税務局と財務省のどちらも区分経理の運営方法（または推奨方法）を制定していないことに注

目する必要がある。したがって、納税者は独自の方法を構築しなければならない。当社は、本件

に関し喜んで貴社のお手伝いをいたします。 
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特別投資契約（SPIC） 
新たな特別投資契約（SPIC）ルール（いわゆる「SPIC 2.0」）の下では、投資家（法人または個

人事業者）が、工業製品の量産を立ち上げるためにロシア連邦政府が指定する最新技術を導入、

または開発および導入することに合意する一方で、ロシアの連邦政府、州政府、または地方自治

体が、ビジネスのための税制や規制環境の安定化の保証、税務上のインセンティブや減免措置な

どさまざまな優遇措置を当該投資家に供与することに合意することになっている。 

公開競争入札または指名競争入札のいずれかを通じての競争選択制に基づいて、特別投資契約は

締結される（契約の受注者が複数社になる可能性がある）。特別投資契約は例外的に連邦政府や

大統領の決定によって競争入札なしに締結される場合がある。 

特別投資契約の締結の概要については以下のとおり。 

► 締結期限は 2030 年 12月 31日。 

► 有効期間： 

- 投資額が 500億ルーブル（約 8億 US $）以下の場合、最長 15年。 

- 投資額が 500億ルーブル（約 8億 US $）超の場合、最長 20年。 

投資家が外国政府、国際機関および／または外国政府の連合による制裁の対象になる場合には、

特別投資契約の有効期間はロシア連邦政府によって延長される場合がある。 

特別投資契約の投資家に対する税制上の減免措置 

特別投資契約の参加者に対する連邦法人利潤税の税率は 0％まで軽減される場合がある。地方法

人利潤税の税率は地方税法で定められており、同様に 0％まで減税される場合がある。 

2020年 1月 1日から、これらの軽減税率が適用される。 

1) 課税標準全体に適用される。ただし、特別投資契約の枠組みの範囲内で製造された物品の

販売から得られた所得が（為替差益を除く）全課税所得の少なくとも 90％以上を占めることが条

件となる。または、 

2) 特別投資契約に基づく事業活動に係る課税標準に適用される。ただし、特別投資契約に基

づく事業活動とその他の事業活動に関連する所得と費用について別々の会計帳簿が保持されてい

ることが条件となる。 

当該軽減税率の適用は、特別投資契約に基づく事業活動から利益が最初に得られた課税期間から

開始し、特別投資契約に基づくインセンティブの適用による予算支出額および未収税収額の合計

が特別投資契約に定められた設備投資額の 50％を上回る課税期間に終了する。この計算は、2014

年 12月 31日付け連邦法第 488-FZ号「ロシア連邦の工業政策に関して（Concerning Industrial 

Policy in the Russian Federation）」の第 18.3号の 8項パート 2に明記された方法を用いて行

われる。  

原則として、当該規定は 2020年 1月 1日以降に締結される特別投資契約に適用される。経過規定

も定められており、それによれば、もし一定の条件が満たされれば、特別投資契約に基づく事業

活動の課税標準に適用される優遇税率が定められている「軽減税率の適用」に関するロシア税法

典の新規定が 2017年 1月 1日以降に締結された特別投資契約の参加者に適用される場合がある。

ただし、この場合も、別々の会計帳簿が保持されていることが条件となる。当該税法典では、

2017年 1月 1日以前に締結された特別投資契約や、2017年 1月 1 日以降に締結された特別投資契

約でも、納税者が法人利潤税の軽減税率を適用する基準として所得率 90％の使用を提案する場合

に関しては経過規定が定められていない。 

また、ロシア税法典では、特別投資契約の参加者に適用される軽減税率の引き上げや廃止が制限

されている。 

また、地方税法でも、特別投資契約の枠組みの範囲内で創造または取得される資産に関連して特

別投資契約の参加者に対する資産税の軽減税率を設定している場合がある。 
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投資家の義務 

税制上の減免措置の適用を受けるためには、特別投資契約の投資家は、以下の要件を満たさなけ

ればならない。 

► 連結納税者グループのメンバーでないこと。 

► いかなる種類の特別経済区（SEZ）の居住者、および／または、ウラジオストク自由港およ

び／または優先社会経済開発地域（PSEDA）の居住者でないこと。  

► 地域投資プロジェクト（RIP）の参加者（または参加者の後継者）でないこと。  

► 特別税制の適用を受けていないこと。 

2019年 8月から、特別投資契約の締結のための最低投資額要件がなくなっていることに注目する

必要がある（それまでは、7億 5,000万ルーブル（約 1,200万 US $）の最低投資額要件が適用さ

れていた）。 

特別投資契約の締結に際して、投資家は以下の義務を負う。 

► • ロシア国内／ロシアの大陸棚／ロシアの排他的水域（ECZ）において工業製品の量産を立

ち上げるために、ロシア連邦政府によって承認された最新技術リストに含まれている技術を

導入、または、開発および導入すること。 

► • 特別投資契約の有効期間中において特定の業績指標（生産数量、売上高、納税額、雇用創

出数等）を達成すること。 

特別投資契約に関連する事業活動には区分経理が適用されるが、連邦税務局と財務省のどちらも

区分経理の運営方法（または推奨方法）を制定していないことに注目する必要がある。したがっ

て、納税者は独自の方法を構築しなければならない。当社は本件に関し喜んで貴社のお手伝いを

いたします。 

 

地域投資プロジェクト（RIP） 
地域投資プロジェクト（RIP）は、ロシア連邦の領土内において物品の生産を立ち上げることを目

指した投資プロジェクトであり、設備投資額に応じて税制上の優遇措置が供与される：（i）設備

投資額が 3年間で少なくとも 5,000万ルーブル（約 80万 8,000US $）以上の場合、税制上の優遇

措置は 2029年 1月 1日まで有効に適用され、（ii）設備投資額が 5年間で少なくとも 5億ルーブ

ル（約 800万 US $）以上の場合、税制上の優遇措置は 2031年 1月 1日まで有効に適用される。 

 

利用可能な税制上の優遇措置  

地域投資プロジェクト（RIP）の参加者に対する連邦法人利潤税の税率は 0％まで軽減される場合

がある。地方税法でも、地方法人利潤税の軽減税率が適用される場合があることが定められてい

る。 

当該軽減税率の有効期間は企業や地域投資プロジェクトの種類によって決まり、軽減税率は下記

に対して適用される。 

1. 課税標準全体に適用される。ただし、地域投資プロジェクトの枠組みの範囲内で製造され

た物品の販売から得られた所得が（為替差益を除く）全課税所得の少なくとも 90％以上を占める

ことが条件となる。または、 

2. 地域投資プロジェクトの事業活動に係る課税標準に適用される。ただし、地域投資プロジ

ェクトの事業活動とその他の事業活動に関連する所得と費用について別々の会計帳簿が保持され

ていることが条件となる。 

また、地方税法でも、地域投資プロジェクトの枠組みの範囲内で創造または取得される資産に関

連して、地域投資プロジェクトの参加者に対する資産税の軽減税率が設定されている場合があ

る。 
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投資家の義務 

地域投資プロジェクトに参加するためには、投資家は以下の要件を満たさなければならない。 

• 投資家は、3年間で少なくとも 5,000万ルーブル（約 80万 US $）以上の投資、または、5

年間で 5億ルーブル（約 800万 US $）以上の投資を行わなければならない。 

• 地域投資プロジェクトが当該投資家（企業）の所得の少なくとも 90％以上を占めていな

ければならない。 

• 投資家は特別経済区（SEZ）の居住者、または、連結納税者グループのメンバーであって

はならない。 

• 地域投資プロジェクトの目的は、石油や天然ガスの採掘および／または石油の精製、車両

関連サービスの提供、（自動車やオートバイを除く）物品税の対象となる物品の製造、または、

法人利潤税の軽減税率 0％が適用される事業活動であってはならない。 

 

地域投資プロジェクトに関連する事業活動には区分経理が適用されるが、連邦税務局と財務省の

どちらも区分経理の運営方法（または推奨方法）を制定していないことに注目する必要がある。

したがって、納税者は独自の方法を構築しなければならない。当社は本件に関して喜んで貴社の

お手伝いをいたします。  

 

______________________________________________________________________________________ 

EYはどんな支援が可能か 
 

ロシア連邦政府提案の上記投資促進策を考慮して、当社は以下の点について企業のお手伝い
をいたします。 

➢ さまざまな要因および／または利用する特別投資制度／投資契約の種類を踏まえて、投資に
最適な地域の選択。 

➢ 当局との投資契約の作成および締結に対する支援（必要書類の収集、作成および提出、財務
モデルの作成、税制上の優遇措置の予想される適用期間に関する判断、当局とのコミュニケ
ーション、関連する投資契約案の分析等を含む）。 

➢ 投資契約に関連する税制上の優遇措置の適用のために、必要に応じて、税務上の区分経理方
法のレビューまたは構築。 

➢ 締結された投資契約に関するさらなる支援。 
______________________________________________________________________________________ 
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15. オフショア石油・ガス開発  
 

特別な税制および関税制度が特定のオフショア（沖合い）炭化水素鉱床の採掘プロジェクトに適

用される。現在では、「オペレーター」、「オフショア炭化水素鉱床」、「炭化水素の採掘活

動」などの概念が税法典や関税に関する法令にも導入されており、適格な炭化水素の採掘活動を

対象とする法人利潤税、鉱物採掘税および関税について特別な取り扱いが適用できるようになっ

ている。炭化水素の採掘活動は、関連鉱物資源のライセンス保有者や適格オペレーターによって

行われる場合に、特別なリングフェンシングルールが適用される。当該リングフェンシングルー

ルは、新たなオフショア炭化水素鉱床から得られる課税所得が他の炭化水素の採掘活動からの損

失によって減額されることを防止し、ある炭化水素鉱床から生じる損失によって他の炭化水素鉱

床から得られる課税所得が減額できる範囲を制限するものである。 

 

______________________________________________________________________________________ 

EYはどんな支援が可能か 
 

当社は大陸棚棚での炭化水素の探鉱および開発活動 に関連する税務会計方法の策定について
広範な実践経験を有しており、以下の事項についてお手伝いいたします。 

➢ 大陸棚の炭化水素鉱床の開発に係る潜在的および既存のプロジェクトへの税負担の評価 
➢ 利用可能な税制上の減免措置がすべて活用されていることの確認、および、大陸棚の炭化水

素鉱床に関連する活動に係る特別な税法規への順守の確認 
➢ 大陸棚の炭化水素鉱床に係る活動に関連して法人利潤税の目的で所得・費用の会計帳簿を新

規採掘活動とその他の採掘活動と別々に整備することに関するガイダンス、および、その他
の税金や関税に係る特別な会計上の取り決めに関するガイダンスの提供 

______________________________________________________________________________________ 

 

  



99 
 

16. 財務報告と監査 
 

会計原則の根拠法令 
ロシアの会計原則を監督する規制機関には、財務省、中央銀行及び連邦税務庁が含まれる。 

ロシア法人に適用される会計規制は、民法、連邦法「会計について」、連邦法「連結財務諸表に

ついて」、会計および報告に関する法律（会計基準（PBU））、および財務省が発令したその他の

省令や会計規則に基づいている。2010年、連邦法「連結財務諸表について」が採択されたことに

より、一部の企業の財務報告には国際財務報告基準（IFRS）がロシア法制に導入された。（詳細

は次項参照のこと。） 

｢企業の金融･経済活動のための簿記勘定科目およびその適用方法｣で、簿記の手法が詳しく説明さ

れている。 

会計基準 PBU No.1/2008「組織の会計方針」では、現行の会計法制に会計手法が存在しない場

合、ロシア会計基準および IFRSに基づいて適切な手法を策定することができると規定されてい

る。 

大半の PBUはおおむね IASおよび IFRSに基づいている。しかし、相当する PBUが存在しない

IFRS基準もあれば、根拠となっている IFRS基準の最近の変更を反映していない PBUもある。そ

れゆえロシアの会計制度は今なお、IFRSや米国で一般に採用されている会計原則（US GAAP）と

異なっている。 

財務会計報告は税務会計報告とは区別されている。会計事項に関するガイダンスを示した 24の連

邦会計基準（FSBU）が財務省から発令されている。また現在、新たな会計基準がいくつか策定さ

れている。 

 

基本概念 

会計原則には、発生主義、継続企業の前提、慎重性、完全性、適時性、目的適合性、実質優先、

費用収益対応、比較可能性、首尾一貫性、合理性の概念と原則が含まれる。しかし、こうした原

則の適用方法は諸外国の一般慣行とは異なるようである。例えば実際には、ロシア会計は実質よ

り形式を重視する傾向がある。法律では、取引に伴う必要書類が非常に細かく指定されており、

この法的形式の偏重により他の会計原則は形骸化している場合もある。 

 

国際財務報告基準（IFRS）とロシアの会計原則との相違点 

主要な相違点は以下のとおりである。 

► 財務報告と機能通貨の定義 

► 会計および税務の両方の目的で必要な関係書類の所定の書式 

► インフレの概念が認識されていない。 

► 企業結合と取得原価の配分（PPA）に関する規則がない。 

► のれん（goodwill）の概念が適切に規定されておらず、適用もされていない。 

► 公正価値の概念がほとんど適用されておらず、会計指針の基礎となっていない。ごくわず

かな例外を除き、非流動資産や非流動負債は歴史的価値で計上されている。 

► 減損の概念が固定資産に適用されていない。 

► 資本と引当金に関する会計処理の相違  
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ロシアの上場企業の連結財務諸表に関する IFRS の適用可能性 
連結財務諸表に関する連邦法（連邦法第 208-FZ号）では、特定のロシアの事業体に連結財務諸表

の作成および表示に関して国際財務報告基準（IFRS）の強制適用を義務付けている。当該事業体

には、信用機関、保険会社、上場企業、民間年金基金、および、投資ファンド、投資信託、民間

年金基金などの運用会社、資金清算機関などが含まれている。 

さらに、連邦法第 208-FZ号に従い、ロシア連邦政府は、特定の連邦国家単一企業（state 

unitary enterprise）および国営公開株式会社に IFRSに準拠して連結財務諸表を表示することを

義務付ける指令を発行した。 

また、連邦法第 208-FZ号の適用対象ではあるが、子会社を有しないロシアの事業体も、ロシア会

計基準（RAS）に基づいて作成された単体財務諸表に加えて、IFRSに準拠して財務諸表を表示す

るよう義務付けられている。信用機関や上場企業は IFRSに準拠して中間連結財務諸表を表示する

よう義務付けられている。 

また、信用機関や上場企業は IFRSに準拠して中間連結財務諸表を表示するよう義務付けられてい

る 。 

その他の連邦法で連結財務諸表の作成、表示および／または開示が義務付けられている場合や、

連邦法第 208-FZ号の適用対象でない企業の法定文書で連結財務諸表の作成、表示および／または

開示が義務付けられている場合には、かかる財務諸表は連邦法第 208-FZ号に準拠して作成されな

ければならない。 

 

ロシアにおける IFRS基準のエンドースメント 

連邦法第 208-FZ号では、ロシアにおいては、IFRS財団が発令し、ロシア政府が中央銀行と協議

してエンドースした IFRS基準とその解釈が適用されなければならないと定められている。個々の

IFRS基準またはその解釈をロシアでエンドースするかどうかの決定は、かかる基準または解釈の

全体について下される。個々の基準または解釈の特定の規定がロシアにおいては適用が適切では

ないと認識された場合、そうした規定を「採用しない＝カーブアウト」した上でかかる基準また

は解釈を採用することになる。 

ロシアには IFRS承認プロセスが適用される（エンドースメントされている）。 個々の IFRS基準

（解釈を含む）は、IFRSで指定された発効日から、またはそれが後日である場合はその承認日か

ら必須になる。 IFRS基準は承認された後、発効日より前に自主的に適用される場合がある。 実

際には、IASBが新規・修正の基準を発行してからロシアで承認されるまでの期間は重要ではない

ため、ロシアの企業は IFRS基準と修正を早めにに採用できる。 

IFRSの承認プロセスには、IFRS財団、および、ロシアの財務省が指定した独立非営利機関である

全国財務会計・報告基準機構（NOFA）によるロシア語版 IFRS文書の分析が含まれる。NOFAはロ

シアの財務報告制度への個別の IFRS基準の適合性の分析を行い、当該 IFRS基準が国際会計基準

審議会（IASB）により発行されたままの形で承認されるべきか、または、ロシアの財務報告制度

のニーズに対応するために、特定の IRFSの要求事項を「カーブアウト（取り除く）」すべきかど

うかについて財務省に対して助言を行う。財務省は、ロシア連邦中央銀行と協議の上で、ロシア

版 IFRSの承認および発行に関して最終決定を行う。 

本書の執筆時点では、財務省は「カーブアウト」なしに、すべての IFRS基準を承認しており、

IFRS基準は 2019年 1月 1日から発効する予定である。IFRS第 17号「保険契約」および国際財務

報告解釈指針委員会（IFRIC）解釈指針第 23号「法人所得税務処理に関する不確実性」について

はすでに承認されており、ロシアの企業による当該基準の早期適用が認められている。 

  



101 
 

IFRS基準に準拠した年次連結財務諸表の提出期限と提出先 

年次連結財務諸表を総会前に企業の出資者（株主を含む）に提出しなければならない。ただし、

遅くとも連結財務諸表が作成された年度の最終日から 120日以内にこれを行わなければならな

い。年次連結財務諸表は中央銀行にも申告する必要がある。 

会社の出資者または株主への中間連結財務諸表の提示が定款など会社設立関連書類で義務付けら

れている場合には、中間連結財務諸表は当該作成対象期間（会計期間）の末日から 60日以内に会

社の出資者または株主に提示されなければならない。法律で定められている場合には、当該中間

連結財務諸表はロシア連邦中央銀行にも提出されなければならない。 

 

IFRS基準に準拠した連結財務諸表の監査 

IFRS基準に準拠した年次連結財務諸表は法定監査の対象となる。監査意見は連結財務諸表ととも

に提出、公表されなければならない。 

報告対象年度上半期に係る IFRS基準の中間連結財務諸表は、法律上開示が義務付けられている場

合には、監査基準の規定に基づいて強制監査または強制審査の対象となる。監査意見や審査報告

書は、中間連結財務諸表と共に、提示および開示されなければならない。 

 

IFRS基準に準拠した連結財務諸表の公表 

企業は、年次連結財務諸表を当該企業の出資者又は株主に提出した日から 30日以内に公表しなけ

ればならない、法律に別段の定めがない限り。 

連結財務諸表は、以下のいずれかに該当した場合に公表されたと見なされる。 

► 一般の人々が閲覧可能な情報ネット・ワーク（インターネットなど）上に公開された場

合、および／または 

► 財務諸表に関心のある人々が閲覧することのできるマスメディアに掲載された場合、およ

び／または 

► 上記以外の措置により、すべての利害関係者が財務諸表を閲覧できる状態になった場合 

また、特定の種類の企業も IFRS基準の中間連結財務諸表を開示することが義務付けられている。

企業は、連結財務諸表を公式サイト上で開示していない場合には、その開示場所を公式サイト上

で表示しなければならない。公開されている情報源で連結財務諸表が関連する監査報告書または

審査報告書と共に開示される場合には、当該財務諸表等は最初の開示日から 3年間、関係者が利

用できるようになっていなければならない。 

 

投資家にとって重要な概念 

ロシアで IFRS基準が公式エンドースメントされて以降、公開企業の連結財務諸表は IFRS基準に

基づいて作成されてきた。ロシア語の合算財務諸表（特定の場合に求められる）、およびすべて

の企業の単体財務諸表は、引き続き PBUに基づいて作成される。PBUに基づく特定の勘定および

商取引の会計原則を下記に示す。 

 

帳簿と記録 

PBU No. 4/99「ロシアにおける会計および報告に関する法律」を含む会計基準の一般規定では、

会計記録の主目的は企業の活動およびその資産と負債の完全かつ正確な情報を提供することとし

ている。財務報告は、企業の内部で経営者や株主、所有者が用いるほか、外部の投資家や債権

者、その他の会計報告利用者が使用するものである。連邦法「会計について」では、企業が会計

法制を参照し独自に会計方針を定めることが求められている。会計方針にはその会計手法のほ

か、企業の構造、業種、その他事業上の特殊要因を反映させなければならない。 

連邦法「会計について」は、ロシアに所在するすべての組織に加え、ロシアが当事者である国際

条約に別段の規定がない限り、外国企業の支店および駐在員事務所にも適用される。ただし、
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「会計および報告に関する法律」では、外国企業の駐在員事務所は自国の会計規制が IFRSに矛盾

しない場合、これに基づいて会計記録を維持することが認められている。 

 

外貨建取引 

すべての帳簿記入はルーブルで行わなければならない、ルーブルは報告通貨でもある。ロシア連

邦以外での活動については特定の要件が適用される。ロシアは高インフレ経済圏ではないが、過

去のインフレを鑑みると、財務状況や業績をよりよく理解するためにはルーブル建金額の分析が

必要である。帳簿上、外貨建取引は、中央銀行が定めた取引日時点の交換レートを用いてルーブ

ルに換算される。ルーブルで記帳された主要為替建の金融資産および負債（前受金・前払金を除

く）は、報告日の交換レートで再評価される。ただし、当事者が合意した場合は、会計上、別の

交換レートを使用する。 

 

固定資産 

企業の固定資産は取得原価で記帳される。こうした資産の減価償却には 4つの方法が認められて

いるが、その中で最もよく使われるのが定額法である。固定資産の耐用年数は取得日に決定さ

れ、予想使用期間に等しい。報告年度末現在における固定資産の市場価格への再評価を年に 1

度、行うことが認められている（ただし義務ではない）。企業は、類似（同質）の固定資産から

なるグループを年に 1度まで再評価することができる。土地および天然資源は再評価の対象とは

ならない。 

企業は会計と税務の記帳において、異なる耐用年数を用いることができる。 

 

棚卸資産 

棚卸資産は原価で記帳される。棚卸資産は、実現可能価額が原価を下回る場合、年度末に償却さ

れなければならない。実現可能価額は販売費用を差し引かずに算定される。 

原価を決定するための会計手法としては、以下が認められている。 

► 総平均法 

► 個別原価法（個別法） 

► 先入先出法（FIFO） 

最もよく使われているのは総平均法である。製品の原価には、直接原価および配分された間接製

造原価が含まれなければならない。 

 

投資 

投資は実際の支出額で記帳される。決定可能な現行市場価額がある投資は、市場価額で記帳しな

ければならない。決定可能な現行市場価額がない投資は原価で記帳し、減損テストを実施すべき

である。 

 

銀行取引 

企業の現金残高は、銀行に記録された活動のみを反映する。銀行取引明細書とその補完書類は、

当該企業の帳簿記入の証憑であるため、銀行取引明細書を企業の帳簿と照合する必要はない。 
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納税義務 

PBU No. 18「繰延税金の会計」は、繰延税金、および税務と帳簿との間の一時・永久差異の特定

に関して言及している。 

 

資本金および準備金 

株主資本は定款で承認された全金額である。自己株式は、貸借対照表の資本および準備金の欄で

マイナス表示される。 

企業は、利益剰余金から準備金を積み立てることができる。準備金の目的は、累積損失の補填や

自社株の買い戻しを行うことである。株式会社が積み立てるべき準備金は定款資本の 5％を下回

らない金額でなくてはならない。 

 

純利益 

ロシア会計は発生主義に基づくが、収入と経費の認識については IFRSと異なる場合がある。 

株主に承認された財務諸表は原則修正することができない。すでに財務諸表が承認されている過

去の期間に関する重大な誤りはいかなるものであれ、現行期間の財務諸表で遡及的に修正する。 

年度終了後から年次株主総会で承認を受けるまでの間に重要な誤りが発覚した場合は、誤りが発

生した年の 12月の会計記録において修正する。 

税務上、企業は過去の誤りの影響を修正するために、過去に申告した納税申告書を再提出する必

要がある。 

 

開示、報告、申告の要件 
開示要件 

財務諸表はすべてロシア語で作成し、ルーブル建で報告しなければならない。 

ロシアでは、年次財務諸表は以下の書類で構成される。 

► 過去 2年を比較年度と 3列を含む貸借対照表 

► 損益計算書 

► 貸借対照表および損益計算書の付属書類 

貸借対照表、損益計算書、それらの付属書類の書式は、PBU No. 4「組織の会計報告について」で

規定されている。財務諸表の付属書類には、以下の情報が含まれなければならない。 

► キャッシュフロー報告書 

► 株主資本等変動計算書 

► 財務諸表注記 

► 重要な会計方針の概要 

► 強制適用される会計基準を適用すると適正表示ができなくなるために、当該会計基準から

逸脱したすべての項目に関する説明 

► 重要な勘定（無形資産、固定資産、投資、債務、債権、株主資本、収入、費用）に関する

補足的詳細 

► コミットメント、偶発事象、重要な後発事象、保証、関連当事者、実質所有者、1 株当た

り利益（EPS）、事業セグメント情報の開示 

► 業績、将来計画、リスク管理、および経営陣が重要とみなす情報の説明と分析 

► 自社の環境活動に関する開示情報 

► イノベーションおよび近代化に関する開示情報 

► 自社の事業活動のリスクに関する開示情報 

► 補足情報 

四半期財務報告には、貸借対照表と損益計算書を含めなければならない。  
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報告・申告要件 

すべての企業の会計報告年度は 1月 1日から 12月 31日までである。新たに設立された法人の場

合、最初の会計年度は企業の国家登録日から同年 12月 31日までだが、10月 1日以降に設立され

た法人については、翌年の 12月 31日までとなる。年次財務諸表（賃借対照表、損益計算書、お

よび賃借対照表と損益計算書の付属書類）は、報告年度の翌年度開始から 90日以内に、株主、税

調査団および統計機関に提出しなければならない。 

財務報告書は企業の最高責任者によって署名されなければならない。有限責任会社の出資者は会

計年度末後の 4月 30日までに、また株式会社の株主は会計年度末後の 6月 30日までに、年次財

務諸表を承認しなければならない。 

企業の年次報告は、報告年度の翌年度開始から 90日以内に、企業の所有者、税務局の税調査団、

およびその他の統計機関に提出されなければならない。四半期報告は、当該四半期の最終日から

30日以内に提出されなければならない。 

年次報告は企業の定款に従って検証、承認されなければならない。 

公開企業、銀行、保険会社および投資ファンドは、会計年度終了後の 6月 30日までに自社の年次

報告書を一般に公表しなければならない。 

ロシア証券取引所に上場しているすべての企業は、四半期財務諸表（貸借対照表、損益計算書、

および必要な開示情報）と追加的情報を、当該四半期の最終日から 30 日以内にロシア中央銀行に

提出しなければならない。上記の IFRS基準に準拠した財務諸表を作成、提出、申告する上場企業

に係る要件も参照のこと。 

 

監査要件 

連邦法第 307-FZ号「監査について」で、監査が義務付けられる事業体の判断基準が以下の通り説

明されている。 

► 株式会社 

► 銀行、保険会社、証券取引所、機関投資家 

► 地方自治体、国営企業売上高および／または資産総額が報告期間の前年度末時点で所定の限

度を超えている企業（現在は、年度収入が 4億ルーブル（US$ 580 万）超、資産総額が

6,000万ルーブル（US$90万）超とされている） 

► その他、連邦法により法定監査が定められている場合 
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17. 個人 
 

 

個人所得税 

概要 
居住者の個人所得税率は一律 13％であり、タックス・ヘイブン諸国を除いて世界で最も税率の低

い国の一つと言える。非居住者へは 30%の税率が適用される。 

 

納税者 
居住者、およびロシア源泉所得を受領する非居住者が納税者となる。 

 

居住者定義 
居住者とは「連続した 12ヶ月間に 183日以上ロシアに滞在する個人」と税法上定義されている。

しかしながら財務省及び連邦税務局の見解では、居住者に該当するためには暦年での滞在日数が

183 日以上である必要があり、実務上はこの見解が居住者の定義として運用されている。ロシア

国外で医療や教育を受ける為の 6ヶ月未満のロシア不在は、ロシアに滞在していると見なされる

場合もある。 

上述の居住者の基準を満たさないものは、非居住者となる。 

この居住者判定における滞在日数の数え方であるが、現在の税務署の見解では、到着日・出発日

ともにロシアでの滞在日数として数える。 

 

課税基準 
居住者は、全世界所得に課税される。 

非居住者はロシア源泉所得に課税される。ロシア源泉所得に含まれる所得は以下の通り。 

► ロシアにおける職務、サービス、活動に対する報酬（報酬の受取場所は関係ない） 

► ロシア企業が支払う配当および利息 

► ロシア企業が支払う保険料 

► ロシアにおける資産の売却に伴う所得、有価証券の売却益 

2021年 1月 1日より、ロシアの銀行における預金金利は、全ての口座における預金総額が 100万

ルーブルを超えた場合、その金利のうち 100万ルーブルに年初のロシア中銀キー・レートを乗じ

た金額を超える金額が課税対象となる。税率は、実際の税法上のステータスによらず、13%が適用

される。 

2021年 1月 1日より、年収 500万ルーブル以上の場合、上限を超える所得の税率は 13%から 15%

に引き上げられる。 
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税率 
所得の種類により 13％、15％、30％、35％の 4 種類の税率がある。 

所得の種類 税率 

居住者が受領するすべての所得(給与やその他の所得を含む) 

居住者・非居住者にかかわらず連邦法115-FZ号に規定されている「高

度な専門性を有する者」が受領する給与所得* 
13％ 

非居住者が受領する配当所得 15％ 

（非居住者が受領する配当や「高度な専門性を有する外国人」が受領

する給与所得を除く)全ての課税所得 
30％ 

高金利の預金利息（中銀リファイナンス・レート＋5％を超えるルーブル

預金の受取利息、9％を超える外貨預金の受取利息）、特定の賞金、低金

利のローン（中銀リファイナンス・レートの 2/3以下のルーブル建ロー

ンおよび 9%以下の外貨建ローンはその金利差額がみなし所得**となる） 

35％ 

 

*財務省の現在の見解によれば、高度な専門性をもつ外国人として 13% の税率が適用されるの

は、基本給や高度な専門性をもつ外国人の雇用者との雇用契約や業務委託契約にもとづく報酬、

様々な支払い、賞与や出張関連の支払いに限定される。高度な専門性をもつ外国人としての所得

に該当しない所得に 13%の税率を適用する場合、税務署から指摘されるリスクがある。 

**みなし所得は、次の条件下で免税される場合がある。 

-借入（またはクレジット)を、納税者の関連者や雇用者でないもの者から受け取った場合 

-預金が報酬の形態ではない場合 

 

個人所得税計算表 

所得内訳 
ロシア 

居住者 

ロシア非居住者 

（高度な専門性を有する外

国人を除く） 

ロシア非居住者 

(高度な専門性を有する外国

人) 

給与所得 *1 10,000 10,000 10,000 

その他の所得 

（ロシア国内）*2 
2,000 2,000 2,000 

その他の所得 

(ロシア国外) 
200 n/a n/a 

控除*3 *** n/a n/a 

課税所得 12,200 12,000 12,000 

適用税率 13％ 30％ 

13％ - 給与所得 10,000 に

適用 

30％- その他のロシアで受

領した所得 2,000 に適用 

税額 1,586 3,600 1,900 

 

*1 給与所得とは、現金、物品により支給される労働対価で、給料、賞与、海外赴任手当を含む 

*2 賃貸収入、キャピタル・ゲインなど 

*3 ロシア税法では課税基準から次の控除が想定されている：標準控除、社会控除、資産控除、 

及び投資・職業に関する控除、ただし標準控除は極めて少額であり、低所得者の納税者のみに適

用される 

ロシア税法上の居住者の外貨での投資には、一般的に投資利益に税率 13%が課されるが、利益の

算出について留意点がある。ロシア税法では、ロシア国内外における外貨建て所得は税金の算出

にあたり所得の受領日(または経費の発生日)のロシア中銀の為替レートでルーブル換算される。
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これにより、為替レートが 1 US $=60 ルーブルの時に US $ 1,000 投資されたものを、1 US $=70 

ルーブルで引き出した場合、その差額の 13% である 1,300 ルーブル(1000 * 70 - 1000 * 60 ) 

* 13% に対して為替差益として課税される。 

 

申告および納付 
大半の納税者は、所得の受領時に税金が源泉徴収されている。個人所得税の納税代理人とは、個

人あてに所得を支払うロシア法人と外国法人の恒久的施設となる。納税代理人は、個人の税法上

の居住者ステータス（または特殊なステータス）にもとづき、税金を源泉徴収し、月次で税務署

に送金する義務がある。源泉徴収は納税代理人を通じた各々の支払いが対象となる。 

源泉徴収の税率は、支払い時の個人の税法上の居住者ステータスにもとづく。個人所得税法の居

住者とは、支払い時点から遡って連続した 12ヶ月の間にロシアに 183日以上滞在する者と定義さ

れる。最終的な個人所得税の義務は、個人の暦年でのロシア滞在日数で判定され、課税年度の暦

年においてロシアに 183日以上滞在しているかで判定される。 

他方で、税金が一部もしくは全額源泉徴収されずにロシアで課税対象となる所得を受領した個人

は、年度末に確定申告を行う義務がある。 

通常、確定申告義務が発生する場合は以下の通り。 

► 税法上のロシア居住者がロシア国外で所得（報酬、配当、キャピタルゲイン、外国の銀行口

座における預金金利、関連者からの低金利ローンにより実質的に利益を受けとった場合 

► 個人が、租税条約にもとづき、免税や控除を申請する場合 

► 個人が資産や財産を売却して売却益を受領した場合(個人が資産を 3年もしくは 5年未満保

有している場合) 

► 個人がロシア源泉所得を受領し、それが源泉徴収の対象となっていない場合 

► 民事契約（賃貸契約及び販売契約を含む）により個人からロシア源泉所得を受領した場合 

個人は、確定申告の義務がなくても、任意に確定申告をすることができる。特別な税金控除を受

けたり、非居住者から居住者への税法上のステータス変更にともなう税金の還付を請求する際に

は、確定申告が必要となる。 

確定申告は翌年 4月 30日までに行い、期限の延長はない。自己申告で算出した税金は翌年の 7月

15 日までに納付しなければならない。ロシアでの任期を終えて帰国する外国人は、出発の 1ヶ月

前に申告が義務づけられており、申告後 15日以内に税金を納付する必要がある。 

税金はルーブルで納付する必要があり、納税者の個人口座からの送金、もしくはズベルバンクで

の現金納付できる。現在では、第三者による納付手続きも可能となっている。納税が外国の銀行

口座から実施される場合には、事前にルーブルでの送金が可能かどうか、コルレス勘定でロシア

の銀行システムと連携されているかを確認する必要がある。そうでない場合、送金が遅れる可能

性がある。 

税法では自己申告制度を規定しているが、多くの税務署は納税者の税額を明記した納税通知書を

発行している。 

納税代理人（ロシア企業やロシアに登録がある外国企業）が税務署に提出した年度の源泉徴収票

(2-NDFL form)に税金が源泉徴収されていない所得が含まれることもある。この場合、税務署は個

人への通知書を発行し、納税代理人が源泉していない税金を個人が納付することを要請する。納

税期限は、課税年度の翌年 12月 1日となる。この場合には個人が源泉徴収されていない金額を年

度末の確定申告で別途申告する必要はない。 

申告が遅れた場合、毎月未納付額の 5％の罰則金が課されるが、上限は 30%(但し、最低 1,000ル

ーブル（約 US $ 16）以上)とされている。稀に刑法上の罰則が適用される場合もある。 

納付の遅延には、ロシア中央銀行リファイナンス・レートの 1/300 の利率が日割計算で遅延利息

として課される。 
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税金が過少に納付された場合、未納付金額の 20% (意図的な違反には 40%)が罰金として課され

る。 

また、外国人にロシア駐在中、脱税があった場合、納税債務の支払が完了するまでロシアへの入

国が禁止される。 

弊社では個人所得税のコンプライアンス手続きやコンサルティング分野において豊富な経験を有

しており、多くのロシア人や外国人の税務手続きを支援しています。 

 

有価証券売却損益 
有価証券売却に伴うキャピタル・ゲインは、有価証券売却価格から取得原価（有価証券の購入ま

たは売却に関連した手数料を含む）を控除して算出される。税金は、所得の支払者が源泉徴収す

るか、納税者が確定申告により支払う。有価証券の売却に伴うキャピタル・ロスは、同種の有価

証券のキャピタル・ゲインと相殺することができる。キャピタル・ロスの繰越はそれが生じた年

から 10年間可能である。 

税法には、ストックオプションやその他の株式による報酬に関する特別な規定はないため、一般

的な租税原則や OECDガイドラインが適用される。したがって、個別のケースにおいて税務の観

点から慎重な分析を要する。 

 

控除 
納税者が居住者である場合、次の控除を受けることができる。 

► 納税者と 24歳以下の扶養する子供への教育費。ただし子供一人当たり、両親の合計で年間

5万ルーブル(約 US $ 800)までの上限あり。費用がライセンスをもつ教育機関（一般的には

ロシアの教育機関はライセンスを有する）に対して支払われた場合のみ、控除が可能。 

► 納税者とその配偶者、両親、子供に関してロシアの認可を受けた医療機関に支払った医療関

連費用。高額な医療については、政府のリストに掲載されていれば、その費用は上限なく、

控除可能 

► 納税者、配偶者、扶養する両親と子供に関して締結された契約に基づきロシアの認可を受け

た任意年金基金へ支払った年金の積立金。 

► 上述のいわゆる社会福祉費用の控除（教育費・医療費・年金保険に関する控除） は合計で

年間 12万ルーブル(約 US $ 1,920)を上限とする (子供の教育費や高額な医療費は除く)。 

► 200万ルーブル（約 US $ 32,000）を上限とする不動産の購入費。ロシアの居住用資産の取

得、または建設費用。また、それらの取得資金や建設資金のための銀行に支払われる銀行ロ

ーン金利は年間 300万ルーブル(約 US $ 48,000)を上限として控除できる。不動産関連の控

除は 200万ルーブルを上限として複数の不動産に適用できる。不動産が複数名により所有さ

れる場合、各個人は 200万ルーブル(約 US $ 32,000)を上限として控除の申請が可能。 

► 納税者が 5年未満保有してきた不動産の売却益については、販売価格から経費を控除した売

却益に課税されるが、控除する経費の書類などがそろわない場合には 100万ルーブル(約 US 

$ 16,000)まで控除可能。 

► 納税者が 3年未満保有してきた動産（有価証券を除く）の売却益は、販売価格から経費を控

除した売却益に課税されるが、控除する経費の書類などがそろわない場合には 25万ルーブ

ル(約 US $ 4,000)まで控除可能。 

► 国が出資している科学、文化、教育、ヘルスケア、宗教、社会保障にかかわる団体への寄付

金。但し、年間で受け取った総所得の 25％を上限とする。 

資産の購入に伴う経費やロシアの民間年金基金への保険料の積立て、医療費、特殊な職業に関す

る控除は雇用者が給与を支払う際の課税所得の計算を通じて実施することができる。その他の控

除は、納税者が確定申告を通じてのみ申告することができる。 

個人事業者や契約に基づき役務・サービスを提供する個人は関連経費を控除することができる。

納税者が支払った資産税はその資産が直接、事業に使用されるものであれば控除可能。個人事業
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に伴う経費が書類で証明できない個人事業者には、事業の総収入に対して 20%の職業控除が適用

できる。この場合、給与計算でも確定申告(納税代理人が不在の場合)でも申請可能。 

その他、多様な標準控除もある。例えば扶養控除（第一子、第二子につき子供一人当たり月額

1,400ルーブル(約 US $ 22)、第三子以降は子供一人当たり月額 3,000ルーブル（約 US $ 48）も

あるが、年間の所得が 28万ルーブル(約 US $ 4,480)を超えた納税者はこの控除を受ける権利が

ない。特定の障害者、退役軍人、自然災害による犠牲者は所得金額に関わらず、月額 500ルーブ

ル（約 US $ 8）と 3,000 ルーブル（約 US $ 48）の控除が適用できる。 

 

免税 
納税者は次の所得について免税を受ける権利がある。 

► 資産の売却 

2016年以前に購入した資産： 

納税者が資産を 3年以上所有している場合、資産の売却益は非課税であり申告も不要となる。3

年未満の保有の場合、売却益は居住者へ 13%または非居住者へ 30%が課される。 

2016年 1月 1日以降に購入した資産： 

納税者が不動産を 5年未満所有している場合、資産の売却益は居住者へ 13%、または非居住者へ

30% が課される。資産が相続されたり、私有化、終身介護契約により取得された場合や売却時に

所有者の唯一の住居と見なされた場合、3 年以上保有している場合には免税となる。 

その他の資産は、売却益が免税となる期間は 3年以上保有している場合となる。 

2019年より税法上の非居住者も上記の条件を満たせば、動産や不動産の売却益に対して免税の権

利を有する。 

► 連邦政府からの補助金（妊娠の補助金など、ただし疾病手当を除く） 

► 退職金 (3ヶ月分の支払いを上限)  

► 国から給付された年金 

► 特定の保険金（特に、加入が義務づけられている保険、生命保険、傷害、健康保険、任意

の年金保険） 

► 医療保険規定に基づき雇用者が従業員の為に支払う大部分の保険料 

► 個人や法人から受領した贈与（贈与された資産の種類、その価値など特定の条件にも左

右） 

► 相続により受領した所得 (大半の場合) 

► 特定の金銭的支援  
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社会保険制度 
 

ロシアの社会保険料は、全額雇用者負担である。従業員による「マッチング拠出」としての保険

料の積立てはない。雇用者が強制年金・医療・社会保険料を負担する。任意で個人や雇用者(福利

厚生の一環として)が追加の年金積立を行うことも可能である。 

社会保険料は年金基金・社会保険基金・連邦強制医療保険基金に積み立てられる。税務署が社会

保険料を管轄している。 

社会保険料は、個人事業主を除き、雇用関係や業務委託契約、および著作権契約に基づき支払わ

れる金額すべてにかかる。法令で社会保険料が免除される給与計算上の項目が規定される。リス

トには大部分の国の社会給付、補償の性質をもつ支払い（例、日当、ホテル代、旅費）、退職

金、任意の医療・年金保険（法令で規定されるように書面で規定されていれば）、特定の種類の

従業員への保障などが含まれる。 

 

免除 
次の支払いや恩典は社会保険料の対象とならない: 

► 連邦政府からの補助金（妊娠の補助金や疾病手当などを含む） 

► 退職金 (法定金額を上限、特定の規則に沿って)、但し未使用の有給休暇の買い取り分を除

く  

► 従業員への追加の職業上の教育費、研修や引き留めにかかる費用（特定の条件に基づく） 

► 出張費の精算 

► 住居の購入や建設にともなうローン金利の支払いに伴う経費の精算（特定の条件に基づ

く） 

► 業務委託契約に基づき、提供された役務やサービスに伴い発生する経費の精算 

► 保険会社もしくは医療機関と直接、1年以上締結された民間医療保険にもとづく雇用者が

支払う保険料  

► 特定の民間医療保険規定にもとづき雇用者が従業員の為に支払う保険料 

► 民間の年金契約に基づき雇用者が従業員の為に支払う保険料 

► 特定の金銭的支援 

 

保険料率 
2020年は社会保険の優遇制度が適用される者を除くすべてのカテゴリーの支払者に次の保険料率

が適用される。 

社会保険料の積立て対象となる、

従業員の年初からの累積所得 

年金基金 社会保険基金 医療保険基金 合計 

912,000ルーブル 

(約 US $ 13,028)以下の所得 
22.0% 2.9% 5.1% 30.0% 

912,000ルーブル 

(約US $ 13,028)以上 

1,292,000ルーブル 

(約US $ 18,457)以下の所得 

22.0% 0% 5.1% 27.1% 

1,292,000ルーブル 

(約US $ 18,457)以上の所得 
10% 0% 5.1% 15.1% 

法令では一時的にロシアに滞在する外国人への支払いにかかる保険料には特別な規定を設けてい

る。 

► 高度な専門性をもつ外国人への支払いは、ロシアの社会保険制度で被保険者と見なされない

為、社会保険の積立ては（労働災害保険を除き）対象外。 
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► その他の一般の外国人への支払いは、医療保険基金への積立てはなく、社会保険基金への積

立ては低い保険料率が適用される。年金基金への積立ては通常通り。 

早期退職の権利をもつ従業員（例：危険かつ有害な環境で勤務するケース）をかかえる企業は年

金保険料を追加で積み立てる必要がある。これは各職場環境の査定結果により、危険かつ有害な

環境での労働と分類された職種について雇用者が追加で 2～8%の保険料の積み立てを行うもので

ある。 

その他、法令では低減された社会保険料率を適用できる組織を規定している。これらは特定の分

野での経済活動を行っている企業で下記の通り。 

► 特定の IT 企業 

► 特定のマスメディア企業 

► スコルコボ・プロジェクトへの参加者 

► エンジニアリング・サービスを提供している企業 

► その他 

年金基金、社会保険基金、医療保険基金への積立て金額の情報は税務署に提出が必要となる。た

だし、個人の雇用年数、不在期間、被保険者である従業員の情報（SZV-M,SZV-STAZH forms）や

SZV-TDという電子版での労働手帳(採用、退職、役職の変更など従業員の主な人事上の出来事を

記録するもの)については年金基金への提出が必要となる。 

報告書は関連当局へ四半期ごと（報告期間は第一四半期、6ヶ月、9ヶ月、年間）、または月次

(年金基金への個人の報告)ごとに提出する。社会保険料を積立てた人数が 25名を超える場合、報

告書は当局に電子版で提出する必要がある。 

 

労働災害保険 

全ての雇用者は、上記の社会保険料の積立に加え、労働災害保険料の支払を義務づけられてい

る。これらの保険料は、支払給与総額に一定率を乗じて算出される。 

保険料率は職業別にリスク率に応じて 32段階に分類され、段階ごとに固有の料率（0.2～8.5％）

が定められている。なお、保険料が適用される所得の上限はない。 

雇用契約やサービス契約に基づき支払われる全ての支払が対象。とりわけ、外国人への支払いも

対象となる。免除の対象となるのは、社会保険料の積立が免除されるものとほぼ同様となる。 

労災に関する情報は、社会保険基金に四半期ごとに報告する必要がある。 
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ロシア労働法 
 

労働法は、ロシアにおける労務関係の基本を定め、従業員の権利を規定しており、

従業員の雇用・解雇手続、就業時間、休暇、出張、給与支払等の条件が取り決めら

れている。 

 

ロシアの労働法は従来通り従業員保護の色合いが強い。労使対立が起こった場合、従業員は雇用

契約に明記されていない権利であっても労働法の保護規定の適用を要求することができる。さら

に労働法では特定分野の従業員に一定の権利を保障しており、たとえ雇用契約に明記されていな

い権利であっても、雇用者はその権利を付与する義務がある。 

労働法は、従業員の国籍にかかわらず、また雇用主がロシア法人か外国法人にかかわらず、ロシ

ア国内で従事する全ての従業員に適用される。すなわち、ロシアの労働法は、ロシア人のみなら

ず、ロシアで勤務する外国人駐在員に対しても雇用契約の締結場所にかかわらず適用される。更

に、入国管理法とその実務は厳格化されてきており、雇用者は、外国人従業員の労働許可を取得

するため、外国人従業員との間にロシアでの雇用契約を締結せざるを得ない状況となっている。 

標準的な労働時間は雇用者により規定される。通常は 1日 8時間で週 5日、つまり 1週間 40時間

の労働時間制が採用される。特定のカテゴリーの従業員（ロシア北西部で勤務する女性など）に

は短縮された労働時間制が適用される。残業は連続した 2日間で 4時間以内、年間 120時間が上

限と制限される。労働法では、残業は例外的な場合のみ認められ、従業員の書面での合意のもと

で、残業させることができる。不規則な労働時間制のもとで勤務する場合には、3日以上の追加

の有給休暇を付与する必要がある。 

従業員には年間 28日（労働日ではない）以上の有給休暇が与えられなければならない。特別なカ

テゴリーの従業員(すなわち、不規則な労働時間制での勤務や有害な環境での勤務、寒冷地やそれ

に相当する場所での勤務)には追加の有給休暇が付与される。 

労働法上、給与は連邦区域で規定された最低賃金、それがなければ国家で定められた最低賃金を

上回る金額を支給する必要がある。 

2020年 1月 1日時点の最低賃金はロシア全体で月額 12,130ルーブル (約 US $ 173)、モスクワ

では月額 20,195ルーブル (約 US $ 288)と規定される。この金額は定期的に見直される。最低賃

金は労働市場における賃金を大きく下回り、実質的な最低賃金というより国からの給付金の算定

に使用される。 

労働法上、給与はルーブルで月に 2回以上、支払う必要がある。 

書面での雇用契約書（ロシア語かロシア語と外国語の併記）の締結に加えて、採用についても雇

用者は新たに採用する従業員の氏名・役職・採用日を記載した採用命令書とその他の人事書類を

準備する必要がある。 

従業員への保障と権利につき、本人のイニシアティブであっても法令で定められたものを雇用契

約で制限することはできない。労働法上、雇用契約は通常、無期限で締結される。有期の雇用契

約は限られた状況においてのみ適用できる。 

雇用者は新規に従業員を雇用する場合、試用期間を設けることができる。通常の従業員へは最長

3ヶ月間、社長、チーフアカウンタントは 6ヶ月まで設けることができる。 

ロシア法に準拠すべく雇用者は様々な人事上の出来事(採用、休暇、出張、解雇など)を都度、記

録するため多くの書類をそろえる必要がある。これらの書類は当局の監査の対象となる。いくつ

かの社内人事規定も労働法で義務づけられている。 

労働法では解雇手続きの様々な事由を規定している。もっとも頻繁に使用される事由は以下のと

おり。 

► 従業員からの辞職 

► 雇用者・従業員の双方の合意  

► 雇用者の都合による解雇 
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双方の合意では、双方で合意した解雇日や条件が適用できるため、最も一般的な雇用契約の解消

方法として使用される。この方法は、雇用者にとっても元従業員との問題が起きるリスクを最小

限に抑える最も好ましい方法と考えられる。 

また、従業員は 2週間前に雇用者に通知をすれば、本人のイニシアティブでいつの時点でも雇用

契約を解消できる。 

雇用者の都合による解雇は限られた事由に該当する場合のみ認められる。具体的に明確に記載さ

れた有効な事由のない解雇は無効とみなされる。雇用者が労働法で規定された解雇手続きを遵守

していないために解雇が無効とみなされる場合もある。裁判では、違法に解雇された従業員を元

の役職に復職させ、給与と職場不在期間の遅延利息の支払い、さらに道徳的な損害として追加の

罰則が適用される場合もある。 

特定の限られた状況下において、雇用者は事前通知や退職金の支払いなく雇用契約を解消できる

場合がある。それ以外の全ての状況においては、従業員は事前通知と退職金の権利をもち、その

期間と金額は雇用関係と解消の状況による。 

退職後の様々な制限約款 (守秘義務、競争禁止、顧客やサプライヤーとの対応禁止、元従業員の

勧誘禁止、他)は適用が難しく、ほとんど強制はできない。 

ロシアの雇用に関する法令の最近の変更点としてリモートワークの概念が導入され、雇用者は個

人を雇用し、雇用者から離れた場所（つまり、雇用者が登録拠点を持たない場所）で労働をする

ことが認められるようになった。この概念のもとでは、雇用契約の条件の変更を含む全ての人事

書類は電子版で交換される。リモートで働く従業員との雇用契約は、労働法に規定された一般的

な方法に限らず、雇用契約に記載された事由により雇用者の都合で解消されることもある。 

 

労働法違反の罰則 
現在、労働法のコンプライアンス違反への罰則は、下記の通り。経営陣(代表取締役、チーフ・ア

カウンタント、人事部長) への罰金は 1,000ルーブルから 5,000ルーブル(約 US $ 14～71)、雇

用者への罰金は 3万ルーブルから 5万ルーブル(約 US $ 433～721)。違反が繰り返し行われた場

合、法令ではより厳しい罰則が規定されており、経営層には 10,000から 20,000ルーブル(約 US 

$ 142～285)、法人には 50,000から 70,000ルーブル（約 US $ 714～1,000）が適用される。給与

の未払いの場合、未払分の支払いと遅延利息 (ロシア中央銀行のリファイナンス・レートの

1/150で日割り計算)が要請される。 

90 日までの法人の活動停止もありえるが、実際には稀である。個人が繰り返し行政罰をうけた場

合、1年から 3年までの退陣もありえる。法人の活動停止や経営陣の退陣は、裁判所の決定によ

ってのみ適用される。 

ロシアにおける労働法は複雑であり、ロシアで活動する全ての雇用者や企業に適用される数多く

の規則や条件があります。弊社ではロシアにおける労務関係の適切なマネジメントのご相談を承

っています。 
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入国管理法 
 

ロシアで外国人が就労する場合、原則として労働許可証やパテントを取得する必要

がある。また、必要に応じて雇用者や労働(サービス)の受入先は外国人を雇用する

ための雇用許可証の取得が必要な場合もある。 

 

高度な専門性をもつ外国人 (HQS Highly Qualified Specialists) 
「高度な専門性をもつ外国人」の概念は、2010年 7月 1日からロシアの入国管理法に導入され

た。HQS とはロシアでの勤務にともなう月収が 167,000 ルーブル以上(限定されたカテゴリーの

雇用者には例外あり)の外国人を指す。 

労働許可証・就労ビザの申請手続きは簡素化されており雇用枠が不要で、ロシア法人や外国法人

の駐在員事務所・支店で働く外国人を対象にした制度である。HQS は最長 3年までの労働許可証

や就労ビザが申請可能で、さらに 3年間の延長もできる。対照的にその他の一般の外国人の労働

許可証や就労ビザは最長 1年までとなる。 

 

外国人雇用枠の申請 
現行制度では、企業は毎年(期日は地方ごとに異なる)、翌年に雇用を予定している外国人（従業

員や業務委託者を含む、HQSやユーラシア経済同盟の国籍者を除く）の正確な役職・国籍を含む

人数（CIS 国籍者を含む）を報告する必要がある。これは実質的には外国人の雇用枠の申請であ

り、HQSや雇用枠が不要な役職に該当する場合を除き、外国人の労働許可証の申請前に実施する

必要がある。 

 

労働許可証 
ロシアで働く全ての外国人（特定のカテゴリーを除く）は労働許可証を取得する必要がある。ロ

シアで外国人の雇用を予定している企業は、労働許可証の申請手続きの責任を負い、HQSを除き

（上記参照）時間と労力を要する。手続きにはしばしば混乱や矛盾がありリスクを伴うが、大半

の企業では何らかの措置をとっている。 

CIS 国籍者は労働許可証（パテント）を簡素化手続きのもと、個人で申請する。以下の記載は他

の国籍者で HQS 以外の外国人が対象となる。 

雇用者が必要な雇用枠を取得した後に次の３段階の申請手続きからなる。まず、雇用者は雇用局

に雇用の空席情報を提出する。2段階目に移民局へ企業が外国人を雇用するための許可証（法人

としての許可証）を申請する。最終段階として法人としての許可証が発行された後に個人として

の労働許可証を申請する。 

ロシアは、フランスと韓国との間に、労働許可証を簡素化手続きで申請できる協定を締結してい

る。 

2015年 1月 1日から、労働許可証やパテントを申請する外国人や、一時的居住許可証や永住許可

証を申請する外国人は、ロシア語・歴史・ロシア法の基礎的な知識を有する証明書を提出する必

要がある。この要請は HQSとしての労働許可証や永住許可証を取得する際には不要となる。 
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就労ビザ 
個人の労働許可証が発行されると雇用者は就労ビザの招聘状を申請する。まず 3ヶ月間有効なシ

ングルエントリーの就労ビザが国外のロシア領事館で発行される。外国人がシングルエントリー

ビザでロシアへ入国した後、マルチエントリービザに置き換えられ、労働許可証と同じ期間、た

だし最長 1年まで有効な就労ビザに置き換えられる。（HQS 以外の場合） 

 

通知制度 
企業は外国人との雇用契約や業務委託契約の締結や解消に関して、3営業日以内に移民局へ通知

する必要がある。 

 

滞在登録手続きと抹消手続き 
外国人がロシアの滞在場所に到着後、またはそれ以外の新しい場所に 7日以上滞在する場合、受

入先は７営業日以内に管轄地域の入国管理当局にその旨を通知する必要がある。 

ロシアとフランスの簡素化協定のもとで労働許可証を取得した場合、外国人がロシアの滞在場所

に到着してから 10営業日以内に滞在登録を行う。 

アルメニア・カザフスタン・キルギスタンの国籍者への滞在登録手続きは、ロシアへ到着してか

ら 30日以内に実施する。ウクライナ国籍者（ロシアで勤務している者を除く）やベラルーシ国籍

者はロシアへ入国から 90日以内に実施する。 

HQS や帯同家族はロシア入国から 90日以内は滞在登録義務はなくロシアに滞在することができる

が、それを超える場合には滞在登録をする必要がある。またロシア国内で滞在場所以外の場所へ

旅行した場合、30日以内であれば、登録の必要はない。 

受入先とは、一般的に外国人がホテルに宿泊する場合にはホテル、外国人が居住するアパートの

大家、または、住居が企業により所有されているか賃貸されている場合には、雇用者・招聘企業

となる。 

高度な専門性をもつ外国人でロシアにアパートを所有している場合、帯同家族の受入先となれ

る。 

滞在登録の抹消手続きは、ロシア出国時、または(ロシア国内の移動の場合)新たな受入先での登

録時に、自動的に実施される。 

 

入国管理法違反の罰則 
法令では、入国管理法に違反した企業、経営陣、外国人に対して厳格な罰則を規定している。企

業に課される罰則金は１つの違反につき最大 100万ルーブル(約 US $ 16,000)とされ、外国人の

ロシア国外追放や 90日までの企業の業務停止、もしくは「高度な専門性を有する外国人」の雇用

が 2年間禁止される可能性も最悪のケースとして想定される。 

罰則金や国外退去の適用も増えている。 

さらに、外国人が過去 3年間に 2つ以上の行政違反を受けた場合、ロシアへの入国が禁止され

る。入国禁止は行政処分が適用された日から 3年間続く。 

また特定の地域 (モスクワ市、サンクトペテルブルグ市、モスクワ州、レニングラード州)におけ

る違反については、より厳しい罰則が適用される。 

弊社ではロシアの各都市や CIS 諸国における外国人の雇用につき、広範な入国管理法上のご支援

を提供しております。 

 



116 

重国籍者等に対する移民局への通知制度について 
ロシア連邦国籍法にもとづき、重国籍者等に対する移民局への通知制度が導入され、ロシア国籍

者は次の場合に連邦移民局への通知を要請される。 

► ロシア以外の国籍を取得した場合 

► ロシア以外の国における居住許可証を取得した場合や外国での居住にあたり永久的に出国

した場合 

通知期限は、ロシア以外の国で国籍や外国での居住にあたり永久的に出国してから 60日以内と規

定される。 

 

責任 
通知制度に違反すると行政罰や刑事罰に処せられる。60日以内の期限が守られなかったり、正確

な情報が提供されなかったなど、手続きの違反に対しては行政罰 1,000 ルーブルが科される。た

だし通知を怠った場合には最大で 1年間分の所得相当額の罰金、又は最長で 400時間の社会奉仕

活動の刑事罰が科される。 
 

______________________________________________________________________________________ 

EYはどんな支援が可能か 
 
弊社では有益で最新のアプローチを用いた最高の品質管理と情報セキュリティーをもって、
個人や法人の皆様へサービス提供を行っております。特に、次の分野でのご支援が可能で
す： 
➢ ロシアにおける個人所得税の申告義務の分析、確定申告の作成と納税額の算出 
➢ 申告書の税務署への訪問提出の支援 
➢ 納税手続きや還付手続きの支援（納税手続書や還付申請書の作成、納税額の税務署側での入

金確認） 
➢ 税務署における納税者口座の開設とオンライン上の管理 
➢ 個人のタックスプラニング 
➢ 国際間の税制と租税条約に基づく申請に関する税務署とのコミュニケーション支援 
➢ 税務調査への対応や、納税の遅延利息に関する対応 
➢ 納税や居住者証明の申請手続き 
➢ 給与計算と人事コンプライアンス 
➢ 給与計算と人事分野のヘルスチェック 
➢ 労働法や人事手続き、雇用に関する税金のアドバイス 
➢ 労働許可証の申請手続き 
➢ 様々な種類のビザ(就労・出張・技術サービス)の申請手続き 
➢ 入国管理法上、要請される様々な通知の申請手続き 
➢ 入国管理法上のヘルスチェック 
______________________________________________________________________________________ 
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巻末資料 1： 官公庁住所録
When calling from an international location, the caller must use the international telephone country code  
for Russia, 7, as a prefix.

主要な商業機構

巻末資料

American Chamber of Commerce 
Ul. Lesnaya, 7, 
Moscow, 125196
Russia
Tel: + 7 495 961 2141
Fax: + 7 495 961 2142
Email: info@amcham.ru
Website: www.amcham.ru

The U.S.-Russia Business Council 
(USRBC) 
Ul. Myasnitskaya, 24, bld. 1.
Moscow, 101000
Russia
Tel: +7 985 155 9655
Email: info@usrbc.org
Website: www.usrbc.org

The Canada Eurasia Russia Business 
Association (CERBA) 
1-y Kazachiy Pereulok, 7.
Moscow, 119017
Russia
Tel: +7 495 134 0268
Email: alex@cerbanet.org
Website: www.cerbanet.org 

Association of European Businesses 
Butyrsky Val, 68/70, bld. 1.
Moscow, 127055
Russia
Tel: + 7 495 234 2764
Fax: + 7 495 234 2807
Email: info@aebrus.ru
Website: www.aebrus.ru

Deutsch-Russische 
Auslandshandelskammer (Russo-
German Chamber of Commerce)
Beregovoy Proezd, 5A/1.
Moscow, 121087
Russia
Tel: + 7 495 234 4950
Fax: + 7 495 234 4951
Email: ahk@russland-ahk.ru
Website: www.russland.ahk.de

Russo-British Chamber of Commerce 
Ul. Tverskaya, 16/1.
Moscow, 125009
Russia
Tel: + 7 495 961 2160 
Email: information@rbcc.com
Website: www.rbcc.com

Chambre de Commerce et D’Industrie
Française en Russie
Milyutinskiy Pereulok, 10, bld. 1
Moscow, 101000
Russia
Tel: + 7 495 721 3828
Email: info@ccifr.ru
Website: www.ccifr.ru

Japan Association for Trade with 
Russia & NIS (ROTOBO)
Ul. Pyatnitskaya, 18, bld. 3.
Moscow, 115035
Russia
Tel: +7 495 098 0018
Email: jbc@ronis.dol.ru
Website: www.rotobo.or.jp

Russian-Japanese Business Council 
Ul. Delegatskaya, 7, bld. 1.
Moscow, 127473
Russia
Tel: +7 495 139 9112
Email: anna.orlova@ryatico.com
Website: www.russia-japan.info

The Foreign Investment Advisory 
Council (FIAC)
Sadovnicheskaya Nab., 77, bld.1.
Moscow, 115035
Russia
Tel: +7 495 755 9700
Fax: +7 495 755 9701
Email: FIAC@ru.ey.com
Website: fiac.ru 

Russian Chamber of Commerce and 
Industry
Ul. Ilyinka, 6/1, bld. 1.
Moscow, 109012
Russia
Tel: + 7 495 620 0009
Fax: + 7 495 620 0360
Email: tpprf@tpprf.ru
Website: www.tpprf.ru

Russian Union of Industrialists and 
Entrepreneurs (RSPP)
Kotelnicheskaya Naberezhnaya, 17.
Moscow, 109240
Russia
Tel: + 7 495 663 0404
Email: rspp@rspp.ru
Website: en.rspp.ru

All Russia Public Organization 
“Business Russia”
Ul. Delegatskaya, 7, bld. 1.
Moscow, 127473
Russia
Tel: +7 495 649 1826
Fax: +7 495 649 1819
Email: info@deloros.ru
Website: www.deloros.ru   

Association of Russian Banks 
Skatertny Pereulok, 20, bld. 1.
Moscow, 121069
Russia
Tel: +7 495 691 8788
 +7 495 691 6630
 +7 495 691 8098
Email: arb@arb.ru
Website: www.arb.ru 
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Self-regulated organization of 
auditors “Russian Union of auditors” 
(Association)
Petrovsky Pereulok, 8, bld. 2.
Moscow, 107031
Russia
Tel/Fax:   +7 495 694 0156
 +7 495 694 0108
 +7 495 609 0052
 +7 495 629 3264
Email: rsa@org-rsa.ru 
Website: www.org-rsa.ru

Moscow International Business 
Association
Ul. Ilyinka, 5/2.
Moscow, 109012
Russia
Tel: +7 495 620 0130
Email: miba@mibas.ru
Website: www.mibas.ru 

Russian Managers Association
Butyrsky Val, 68/70, bld. 5.
Moscow, 127055
Russia
Tel: +7 495 902 5232
Email: info@amr.ru
Website: www.amr.ru

The International Business Leaders 
Forum Russia
1st Tverskaya-Yamskaya Ul., 23, bld.1.
Moscow, 125047
Russia
Tel: +7 495 960 4021
Email: further.info@iblfrussia.org
Website: www.iblfrussia.org 

Self-Regulated Organization of 
Auditors “Audit Chamber of Russia” 
(Association) 
3rd Syromyatnichesky Pereulok, 3/9.
Moscow, 105120
Russia
Tel: +7 495 781 2479
Email: apr@sroapr.ru
Website: www.sroapr.ru

“Institute of Internal Auditors” 
Association
Naryshkinskaya Alleya, 5, bld.1.
Moscow, 125167
Russia
Tel: + 7 495 748 0532
Email: info@iia-ru.ru
Website: www.iia-ru.ru 

National Alternative Investment 
Management Association 
Presnenskaya Naberezhnaya, 10C.
Moscow, 123317
Russia
Email: info@naima-russia.org
Website: www.naima-russia.org 

連邦政府機関
Government of the Russian Federation
Krasnopresnenskaya Nab., 2
Moscow, 103274
Russia
Tel: + 7 495 985 4444
 + 7 800 200 8442
Website: www.government.ru

Ministry of Agriculture
Orlikov pereulok, 1/11
Moscow, 107139
Russia
Tel: + 7 495 607 8000
Fax: + 7 495 607 8362
Email: info@mcx.ru
Website: www.mcx.ru

Ministry of Construction and 
Communal Development
Ul. Sadovaya-Samotechnaya, 10, bld. 1.
Moscow, 127994
Russia
Tel: + 7 495 647 1580
Fax: +7 495 645 7340
Website: www.minstroyrf.ru

Ministry of Digital Development, 
Communications and Mass Media
Presnenskaya Nab., 10/2.
Moscow, 125039
Russia
Tel: + 7 495 771 8000
 + 7 800 222 1501
Email: office@digital.gov.ru
Website: www.digital.gov.ru
 
Ministry of Economic Development
Presnenskaya Nab., 10/2 
Moscow, 123112
Russia
Tel: + 7 495 870 2921
Fax: + 7 499 870 7006
Email: mineconom@economy.gov.ru
Website: www.economy.gov.ru

Ministry of Energy
Ul. Schepkina, 42
Moscow, 107996
Russia
Tel: + 7 495 631 9858
Fax: + 7 495 631 8364
Email: minenergo@minenergo.gov.ru
Website: www.minenergo.gov.ru

Ministry of Finance
Ul. Ilyinka, 9
Moscow, 109097
Russia
Tel: + 7 495 987 9101
Fax:  + 7 495 987 9381
Email: priemnaya@minfin.ru
Website: www.minfin.ru

Ministry of Foreign Affairs
Smolenskaya-Sennaya Pl., 32/34
Moscow, 119200
Russia
Tel: + 7 499 244 2469
Email: ministry@mid.ru
Website: www.mid.ru

Ministry of Health Care
Rakhmanovsky Pereulok, 3/25.
Moscow, 127994
Russia
Tel: + 7 495 628 4453
+ 7 495 627 2944
Email: info@rosminzdrav.ru
Website: www.rosminzdrav.ru
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Ministry of Industry and Trade
Presnenskaya Nab., 10/2
Moscow, 125039
Russia
Tel: + 7 495 539 2166
Fax: + 7 495 539 2172
Email: info_admin@minprom.gov.ru
Website: www.minpromtorg.gov.ru

Ministry of Internal Affairs
Zhitnaya Ul., 16
Moscow, 119991
Russia
Tel: + 7 495 667 7447
 + 7 800 222 7447
Website: www.en.mvd.ru

Ministry of Justice
Zhitnaya Ul., 14
Moscow, 119991
Russia
Tel: + 7 495 994 9355
Website: www.minjust.ru

Ministry of Labour and Social 
Protection
Ul. Ilyinka, 21
Moscow, 127994
Russia
Tel: + 7 495 870 6700
Fax: + 7 495 870 6871
Email: mintrud@rosmintrud.ru
Website: www.rosmintrud.ru

Ministry of Natural Resources and 
Ecology
Ul. Bolshaya Gruzinskaya, 4/6
Moscow, 125993
Russia
Tel: + 7 499 254 4800
 + 7 800 222 4801
Fax: + 7 499 254 4310/6610
Website: www.mnr.gov.ru

Ministry of Science and Higher 
Education 
Ul. Tverskaya, 11
Moscow, 125993
Russia
Tel: + 7 495 547 1316
Email: info@minobrnauki.gov.ru
Website: www.minobrnauki.gov.ru

Ministry of Transport
Ul. Rozhdestvenka, 1, bld. 1
Moscow, 109992
Russia
Tel: + 7 499 495 0000
Fax: + 7 499 495 0010
Email: info@mintrans.ru
Website: www.mintrans.ru

Ministry for the Development of the 
Russian Far East
Ul. Burdenko, 14
Moscow, 119121
Russia
Tel: + 7 495 531 0644
Email: msk@minvr.ru
Website: www.eng.minvr.ru

Agency for strategic initiatives
Novy Arbat, 36.
Moscow, 121099
Russia
Tel: +7 495 690 9129
Fax: +7 495 690 9139
Email: asi@asi.ru
Website: www.asi.ru

Federal Antimonopoly Service
Ul. Sadovaya-Kudrinskaya, 11
Moscow, 125993
Russia
Tel: + 7 499 755 2323
Fax: + 7 499 755 2324
Email: delo@fas.gov.ru
international@fas.gov.ru
Website: www.fas.gov.ru

Federal Customs Service
Ul. Novozavodskaya, 11/5
Moscow, 121087
Russia
Tel: + 7 499 449 7235
Fax: + 7 499 913 9390
Website: www.customs.ru

Federal Service for Ecological, 
Technological and Nuclear Supervision
Ul. A. Lukyanova, 4, bld. 1
Moscow, 105066
Russia
Tel: + 7 495 647 6081
Fax: + 7 495 645 8986
Email: rostekhnadzor@gosnadzor.ru
Website: www.gosnadzor.ru

Federal Financial Monitoring Service
Ul. Myasnitskaya,39, bld. 1
Moscow, 107450
Russia
Tel: + 7 495 627 3397
Fax: +7 495 627 3333
Email: info@fedfsfm.ru
Website: www.fedfsfm.ru
 
Federal Service for State Registration, 
Cadaster and Cartography
Chistoprudny Bulvar, 6/19
Moscow, 101000
Russia
Tel: + 7 495 917 1524
Fax: + 7 495 531 0865
Email: rosreestr@rosreestr.ru
Website: www.rosreestr.ru

Federal State Statistics Service
Ul. Myasnitskaya, 39, bld. 1
Moscow, 107450
Russia
Tel: + 7 495 607 4677
Email: stat@gks.ru
Website: www.gks.ru

Federal Tax Service
Ul. Neglinnaya, 23 
Moscow, 127381
Russia
Tel: +7 800 222 2222
Fax: +7 495 913 0006
Website: www.nalog.ru
 
Federal Agency for Management of 
Federal Property
Nikolsky Pereulok, 9
Moscow, 109012
Russia
Tel: + 7 495 539 5862
Fax: + 7 495 647 7239
Website: www.rosim.ru

The Central Bank of the Russian 
Federation
Ul. Neglinnaya, 12
Moscow, 107016
Russia
Tel: + 7 800 300 3000
+ 7 499 300 3000
Fax: + 7 495 621 6465
Website: www.cbr.ru
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巻末資料２： 為替レート(年度末)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

RUB/US$, eop (end of the period) 30.37 32.73 56.26 72.88 60.66 57.60 69.47 61.90

RUB/EUR 40.23 44.97 68.34 79.70 63.81 68.87 79.46 69.34

Source: Central Bank of the Russian Federation

巻末資料３： 二重課税防止条約の源泉税率一覧表    
Russian legislation currently states that double taxation treaties signed by the former USSR are still valid. Withholding tax 
rates under treaties of the USSR and the Russian Federation are listed in the following table. Like most double tax treaties, 
treaty rates do not apply if domestic withholding tax rates (see Section A) are lower.

On 25 March 2020 President Putin announced that the conditions of double tax treaties concluded by Russia with certain 
foreign states (mostly traditional “transit” jurisdictions) are to be toughened insofar as dividend and interest income is con-
cerned. He said that the tax treaties must be amended to impose a 15% withholding tax rate on dividends and interest paid 
to recipients that are not Russian tax residents, and that Russia will unilaterally withdraw from treaties if agreement is not 
reached (i.e. if the treaty country rejects the proposed amendments). 

Russia has already sent official letters to Cyprus, Malta and Luxembourg proposing the above-mentioned tax treaty amend-
ments. It is expected that the renegotiated treaties or termination of the treaties will take effect from 1 January 2021.

Country Dividends, % Interest, % Royalties, %
Albania 10 10 10

Algeria 5/15 (tt) 0/15 (k) 15

Argentina 10/15 (bbb) 0/15 (ccc) 15

Armenia 5/10 (a) 0/10 (xxx) 0

Australia 5/15 (nn) 10 10

Austria 5/15 (ssss) 0 0

Azerbaijan 10 0/10 (yyy) 10

Belarus 15 0/10 (xxx) 10

Belgium 10 0/10 (ggg) 0

Botswana 5/10 (ll) 0/10 (zzz) 10

Brazil 10/15 (uuu) 0/15 (aaaa) 15

Bulgaria 15 0/15 (xxx) 15

Canada 10/15 (c) 0/10 (bbbb) 0/10 (d)

Chile 5/10 (ddd) 15 5/10 (eee)

China (mainland) 5/10 (sss) 0 6

Croatia 5/10 (e) 10 10

Cuba 5/15 (aaa) 0/10 (cccc) 5

Cyprus 5/10 (f) 0 (f) 0

Czech Republic 10 0 10

Denmark 10 0 0

Ecuador 5/10 (www) 0 10/15 (www)

Egypt 10 0/15 (g) 15

Finland 5/12 (h) 0 0

France 5/10/15 (i) 0 0

Germany 5/15 (j) 0 0

Greece 5/10 (rr) 7 7

Hong Kong SAR 0/5/10 (ttt) 0 3

Country Dividends, % Interest, % Royalties, %
Hungary 10 0 0

Iceland 5/15 (jj) 0 0

India 10 0/10 (dddd) 10

Indonesia 15 0/15 (k) 15

Iran 5/10 (ll) 0/7.5 (ffff) 5

Ireland 10 0 0

Israel 10 0/10 (gggg) 10

Italy 5/10 (ss) 10 0

Japan 5/10 (m) 0 0

Kazakhstan 10 0/10 (hhhh) 10

Korea (North) 10 0 0

Korea (South) 5/10 (x) 0 5

Kuwait 0/5 (hhh) 0 10

Kyrgyzstan 10 0/10 (iiii) 10

Latvia 5/10 (fff) 0/5/10 (dd) 5

Lebanon 10 0/5 (kkk) 5

Lithuania 5/10 (l) 0/10 (jjjj) 5/10 (pp)

Luxembourg 5/15 (n) 0 (n) 0

Macedonia 10 10 10

Malaysia 0/15 (jjj) 0/15 (kkkk) 10/15 (o)

Mali 10/15 (p) 0/15 (iii) 0

Malta 0/5/10 (mmm) 5 (mmm) 5

Mexico 10 0/10 (uu) 10

Moldova 10 0 10

Mongolia 10 0/10 (nnn) 20 (q)

Montenegro 5/15 (hh) 10 10

Morocco 5/10 (r) 0/10 (ooo) 10
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Country Dividends, % Interest, % Royalties, %
Namibia 5/10 (e) 0/10 (llll) 5

Netherlands 5/15 (s) 0 0

New Zealand 15 10 10

Norway 10 0/10 (t) 0

Philippines 15 0/15 (kkk) 15

Poland 10 0/10 (mmmm) 10

Portugal 10/15 (u) 0/10 (v) 10

Qatar 5 0/5 (mm) 0

Romania 15 0/15 (nnnn) 10

Saudi Arabia 0/5 (lll) 0/5 (oooo) 10

Serbia 5/15 (hh) 10 10

Singapore 0/5/10 (vv) 0 5

Slovak Republic 10 0 10

Slovenia 10 10 10

South Africa 10/15 (w) 0/10 (pppp) 0

Spain 5/10/15 (y)(z) 0/5 (z)(qq) 5 (z)

Sri Lanka 10/15 (aa) 0/10 (dddd) 10

Country Dividends, % Interest, % Royalties, %
Sweden 5/15 (bb) 0 0

Switzerland 0/5/15 (cc) 0 0

Syria 15 0/10 (kkk) 4.5/13.5/18 
(kk)

Tajikistan 5/10 (ll) 0/10 (oo) 0

Thailand 15 0/10 (ww) 15

Turkey 10 0/10 (qqqq) 10

Turkmenistan 10 5 5

Ukraine 5/15 (ee) 0/10 (rrrr) 10

United Arab 
Emirates

0 (ppp) 0 (qqq) 20 (rrr)

United Kingdom 10/15 (eeee) 0 0

United States 5/10 (ff) 0 0

Uzbekistan 10 0/10 (vvv) 0

Venezuela 10/15 (xx) 0/5/10 (yy) 10/15 (zz)

Vietnam 10/15 (gg) 10 15

Non-treaty juris-
dictions

15 15/20 (ii) 20

(a) The 5% rate applies if the recipient of the dividends has invested at least 
US$40,000 or the equivalent in local currency in the payer’s charter capital. 
The 10% rate applies to other dividends.

(b) The 5% rate applies if the beneficial owner of the dividends (except for a 
partnership) holds directly at least 10% of the capital of the payer of the 
dividends and if the participation exceeds US$100,000. The 15% rate 
applies to other dividends.

(c) The 10% rate applies if the beneficial owner of the dividends owns at least 
10% of the voting shares of the payer or, in the case of a Russian payer that 
has not issued voting shares, at least 10% of the statutory capital. The 15% 
rate applies to other dividends.

(d) The 0% rate applies to royalties for the following:

 • Copyrights of cultural works (excluding films and television rights)

 • The use of computer software

 •  The use of patents or information concerning industrial, commercial or 
scientific experience, if the payer and the beneficiary are not related 
persons

 The 10% rate applies to other royalties.

(e) The 5% rate applies to dividends paid to corporations that hold at least 
25% of the capital of the payer and have invested in the payer more than 
US$100,000 or the equivalent amount in local currency. The 10% rate 
applies to other  dividends.

(f) The 5% rate applies to dividends paid to shareholders that have invested in 
the payer at least EUR100,000 or the equivalent amount in local currency. 
The 10% rate applies to other dividends. The Russian Finance Ministry has 
sent an official letter to Cyprus proposing amendments to the treaty to 
introduce a 15% withholding tax rate for dividend and interest income.

(g) The 0% rate applies if the recipient of the interest is the other contracting 
state or a bank that is more than 51%-owned by the other contracting state. 
The 15% rate applies to other interest payments.

(h) The 5% rate applies if the beneficial owner of the dividends is a company 
(other than a partnership) that holds directly at least 30% of the capital 
of the payer of the dividends and if the foreign capital invested exceeds 
US$100,000 or its equivalent in the national currencies of the contracting 
states when the dividends become due and payable. The 12% rate applies to 
other dividends.

(i) The 5% rate applies if the recipient of the dividends has invested in the 
payer at least FF500,000 (EUR76,225) or the equivalent amount in other 
currency and if the beneficiary of the dividends is a company that is exempt 
from tax on dividends in its state of residence. The 10% rate applies if only 
one of these conditions is met. The 15% rate applies to other dividends.

(j) The 5% rate applies to dividends paid to corporations that hold a 10% or 
greater interest in the capital of the payer and have invested in the payer at 
least EUR80,000 or the equivalent amount in roubles. The 15% rate applies 
to other dividends.

(k) The 0% rate applies if the recipient of the interest is the government of 
the other contracting state, including local authorities thereof, a political 
subdivision or the central bank. The 15% rate applies to other interest 
payments.

(l) The 5% rate applies to dividends paid to corporations that hold at least 
25% of the capital of the payer and have invested in the payer at least 
US$100,000 or the equivalent amount in other currency. The 10% rate 
applies to other dividends.

(m) The 5% rate applies if the beneficial owner of the dividends is a company 
that has held directly at least 15% of the voting power of the company 
paying the dividends for 365 days ending on the date on which the 
entitlement to dividends is determined. The 10% rate applies to all other 
dividends.

(n) The 5% rate applies if the recipient of the dividends directly holds at least 
10% of the capital of the payer and has invested in the payer more than 
EUR80,000 or the equivalent amount in local currency. The 15% rate applies 
to other dividends. The Russian Finance Ministry has sent an official letter 
to Luxembourg proposing amendments to the treaty to introduce a 15% 
withholding tax rate for dividend and interest income.

(o) The 15% rate applies to royalties for copyrights, including film and radio 
broadcasts. The 10% rate applies to other royalties.

(p) The 10% rate applies if the recipient of the dividends has invested more 
than FF1 million (EUR152,449) in the payer. The 15% rate applies to other 
dividends.

(q) Royalties are subject to tax in the country of the payer in accordance with 
that country’s law. 

(r) The 5% rate applies if the beneficial owner of the dividends owns at least 
US$500,000 of the shares of the payer. The 10% rate applies to other 
dividends.

(s) The 5% rate applies to dividends paid to corporations that hold at least 25% 
of the capital of the payer and have invested at least ECU75,000 or an 
equivalent amount in local currency. The 15% rate applies to other dividends.

(t) The 0% rate applies if the recipient of the interest is the government of the 
other contracting state including local authorities thereof, an instrumentality 
of that state that is not subject to tax in that state or the central bank. The 
10% rate applies to other interest payments.

(u) The 10% rate applies if the beneficial owner is a company that, for an 
uninterrupted period of two years before the payment of the dividends, 
owned directly at least 25% of the capital of the payer of the dividends. The 
15% rate applies to other dividends.

(v) The 0% rate applies if the interest is derived and beneficially owned by the 
other contracting state, a political or administrative subdivision or a local 
authority thereof or any institution specified and agreed to in an exchange 
of notes between the competent authorities of the contracting states 
in connection with any credit granted or guaranteed by them under an 
agreement between the governments of the contracting states. The 10% 
rate applies to other interest payments.
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(w) The 10% rate applies if the beneficial owner of the dividends owns at least 
30% of the charter capital of the payer and has directly invested at least 
US$100,000 in the charter capital of the payer. The 15% rate applies to 
other dividends.

(x) The 5% rate applies to dividends paid to corporations that hold at least 
30% of the capital of the payer and have invested in the payer at least 
US$100,000 or the equivalent amount in local currency. The 10% rate 
applies to other  dividends.

(y) The 5% rate applies if the beneficial owner of the dividends (except for a 
partnership) has invested at least ECU100,000 in the charter capital of 
the payer and if the country of residence of the beneficial owner of the 
dividends does not impose taxes on the dividends. The 10% rate applies if 
one of these conditions is met. The 15% rate applies to other dividends.

(z) The treaty does not provide relief for Spanish companies receiving 
dividends, interest or royalties from Russian sources if more than 50% of the 
Spanish company is owned (directly or indirectly) by non-Spanish residents.

(aa) The 10% rate applies if the beneficial owner of the dividends owns at least 
25% of the charter capital of the payer. The 15% rate applies to other 
dividends.

(bb) The 5% rate applies if the recipient is a company (other than an investment 
fund) that holds at least 10% of the capital of the payer, and this holding 
amounts to at least EUR80,000 or its equivalent in any other currency. The 
15% rate applies to other dividends.

(cc) If the competent authorities agree, the 0% rate applies to dividends paid to 
the following:

 • A pension fund

 •  The government of a contracting state, political subdivision or local 
authority

 • The central (national) bank

   The 5% rate applies if the recipient of the dividends is a corporation 
that holds at least 20% of the capital of the payer and if, at the time the 
dividends become due, the amount of the recipient’s investment exceeds 
CHF200,000. The 15% rate applies to other dividends.

(dd) The 0% rate applies to interest paid to the government of a contracting state, 
including its political subdivisions and local authorities, the central bank or 
any financial institution wholly owned by that government and to interest 
derived from loans guaranteed by that government. The 5% rate applies 
to loan interest paid by one bank to another bank. The 10% rate applies to 
other interest.

(ee) The 5% rate applies to dividends paid to corporations that have invested in 
the payer at least US$50,000 or the equivalent amount in local currency. 
The 15% rate applies to other dividends.

(ff) The 5% rate applies to dividends paid to corporations holding at least 10% 
of the voting shares of the payer or, in the case of a Russian payer that has 
not issued voting shares, at least 10% of the statutory capital. The 10% rate 
applies to other dividends.

(gg) The 10% rate applies to dividends paid to shareholders that have invested at 
least the equivalent of US$10 million in the payer. The 15% rate applies to 
other dividends.

(hh) The 5% rate applies to dividends paid to corporations that hold at least 
25% of the capital of the payer and have invested in the payer at least 
US$100,000 or the equivalent amount in local currency. The 15% rate 
applies to other dividends.

(ii) The 15% rate applies to interest on certain types of state and municipal 
securities; the 20% rate applies to other interest.

(jj) The 5% rate applies to dividends paid to corporations that hold at least 
25% of the capital of the payer and have invested in the payer at least 
US$100,000 or an equivalent amount in local currency. The 15% rate 
applies to other dividends.

(kk) The 4.5% rate applies to royalties paid to entities for copyrights of 
cinematographic films, programs and recordings for radio and television 
broadcasting. The 13.5% rate applies to royalties paid to entities for 
copyrights of works of literature, art or science. The 18% rate applies 
to royalties paid to entities for patents, trademarks, designs or models, 
plans, secret formulas or processes and computer software, as well as for 
information relating to industrial, commercial or scientific experience.

(ll) The 5% rate applies to dividends paid to corporations that hold at least 25% 
of the capital of the payer. The 10% rate applies to other dividends.

(mm) The 0% rate applies if the recipient of the interest is the other contracting 
state or local authorities and governmental agencies of that state. The 5% 
rate applies to other interest payments.

(nn) The 5% rate applies to dividends paid to corporations that hold at least 
10% of the capital of the payer and have invested in the payer at least 
AUD700,000 or an equivalent amount in local currency and if dividends 
paid by a Russian company are exempt from tax in Australia. The 15% rate 
applies to other dividends.

(oo) The 0% rate applies if the following circumstances exist:

 •  The interest is derived and beneficially owned by the other contracting 
state, a political or administrative subdivision or a local authority thereof.

 •  The interest is derived and beneficially owned by the central bank or a 
similar institution specified and agreed to in an exchange of notes between 
the competent authorities of the contracting states.

 •  The interest is derived with respect to the deferral of payment under 
commercial credits.

 The 10% rate applies to other interest payments.

(pp) The 5% rate applies to royalties paid for the right to use industrial, 
commercial or scientific equipment. The 10% rate applies to other royalties.

(qq) The 0% rate applies if the interest is paid on a long-term loan (seven or 
more years) issued by a bank or other credit institution or if the recipient 
of the interest is the government of the other contracting state, a political 
subdivision or a local authority.

(rr) The 5% rate applies if the beneficial owner is a company (other than a 
partnership) that holds directly at least 25% of the capital of the company 
paying the dividends. The 10% rate applies in all other cases.

(ss) The 5% rate applies to dividends paid to corporations that hold at least 
10% of the capital of the payer and that have invested in the payer at least 
US$100,000 or the equivalent amount in other currency. The 10% rate 
applies to other dividends.

(tt) The 5% rate applies to dividends paid to corporations that hold at least 25% 
of the capital of the payer.

(uu) The 0% rate applies if any of the following circumstances exist:

 •  The beneficial owner is a contracting state, a political subdivision or the 
central bank of a contracting state.

 •  The interest is paid by any of the entities mentioned in the preceding 
 bullet.

 •  The interest arises in the Russian Federation and is paid with respect to a 
loan for a period of not less than three years that is granted, guaranteed 
or insured, or a credit for such period that is granted, guaranteed or 
insured, by Banco de México, S.N.C., Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S.N.C., Nacional Financiera, S.N.C. or Banco Nacional de Obras y Ser vicios 
Públicos, S.N.C., or interest is derived by any other institution, as may 
be agreed from time to time between the competent authorities of the 
contracting states.

 •  The interest arises in Mexico and is paid with respect to a loan for a period 
of not less than three years that is granted, guaranteed or insured, or a 
credit for such period that is granted, guaranteed or insured, by The Bank 
for Foreign Trade (Vneshtorgbank) or The Bank for Foreign Economic 
Relations of the USSR (Vnesheconombank), or the interest is derived by 
any other institution, as may be agreed from time to time between the 
competent authorities of the contracting states.

(vv) The 0% rate applies to dividends paid to the Monetary Authority of Singa-
pore, GIC Private Limited, the Central Bank of the Russian Federation and 
institutions wholly or mainly owned by the Central Bank of the Russian 
Federation and any statutory bodies or institutions wholly or mainly owned 
by the governments of a contracting state as may be agreed from time to 
time between the competent authorities of the contracting states. The 5% 
rate applies if the recipient of the dividends is a company that holds directl y 
at least 15% of the capital of the company paying the dividends. The 10% 
rate applies to other dividends. 

(ww) The 0% rate applies if the beneficial owner of the interest is the government 
of a contracting state, a government body of a contracting state, the central 
bank or the Export-Import bank of Thailand. The 10% rate applies if interest 
is received by an institution that has a licence to carry on banking operations 
(Russian Federation) or a financial institution including an insurance 
company (Thailand). 

(xx) The 10% rate applies if the beneficial owner of the dividends (except for 
a partnership) holds directly at least 10% of the capital of the payer of 
the dividends and if the participation exceeds US$100,000. The 15% rate 
applies to other dividends.

(yy) The 0% rate applies if any of the following conditions is met:

 •  The beneficial owner is a government of a contracting state, the central 
bank of a contracting state, a political subdivision of a contracting state or 
a local authority.

 •  The interest is paid by the government of a contracting state, the central 
bank of a contracting state, a political subdivision of a contracting state or 
a local authority.

 •  The interest is paid with respect to a loan granted or guaranteed by a 
public financial institution with the objective to promote exports and 
development.

 The 5% rate applies to interest on bank loans. The 10% rate applies to other 
interest. 
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(zz) The 10% rate applies to fees for technical assistance. The 15% rate applies to 
royalties.

(aaa) The 5% rate applies if the beneficial owner of the dividends (except for a 
partnership) holds directly at least 25% of the capital of the payer of the 
dividends. The 15% rate applies to other dividends.

(bbb) The 10% rate applies if the beneficial owner of the dividends holds directly at 
least 25% of the capital of the payer of the dividends. The 15% rate applies 
to other dividends.

(ccc) The 0% rate applies if the recipient of the interest is the government of the 
other contracting state or the central bank. The 15% rate applies to other 
interest.

(ddd) The 5% rate applies if the beneficial owner of the dividends holds directly at 
least 25% of the capital of the payer of the dividends. The 10% rate applies 
to other dividends.

(eee) The 5% rate applies to royalties paid for the right to use industrial, 
commercial or scientific equipment. The 10% rate applies to other royalties.

(fff) The 5% rate applies if the beneficial owner of the dividends (except for a 
partnership) directly owns at least 25% of the capital of the payer and has 
invested more than US$75,000 in the capital of the payer. The 10% rate 
applies to other dividends.

(ggg) The 0% rate applies if any of the following conditions is met:

 •  The recipient of the interest is the government of a contracting state, or a 
political subdivision or local authority of a contracting state. 

 •  The relevant loan is secured by a contracting state, or a political 
subdivision or local authority of a contracting state.

 •  The loan is issued by a bank or other credit institution of a contracting 
state.

(hhh) The 0% rate applies if the dividends are paid to the government of a 
contracting state, a local authority or political subdivision of a contracting 
state, the central bank or other state institutions, as agreed by the 
competent authorities. The 5% rate applies to other dividends.

(iii) The 0% rate applies if any of the following conditions is met:

 •  Interest is paid by the government or local authorities of a contracting 
state.

 •  Interest is paid to the government or local authorities of a contracting 
state or to the central bank.

 •  Interest is paid on loans issued under agreements between the 
governments.

(jjj) The 0% rate applies to dividends paid to Russian tax residents. The 15% rate 
applies to dividends paid to Malaysian tax residents.

(kkk) The 0% rate applies to interest paid to the government of a contracting state, 
or a political subdivision or local authority of a contracting state.

(lll) The 0% rate applies to dividends paid to any of the following:

 •  The government, a political subdivision or a local authority of a 
contracting state

 • The central bank

 •  Other government agencies or financial institutions, as agreed by the 
competent authorities

The 5% rate applies to other dividends.

(mmm) The 0% rate applies to dividends paid to a pension fund if such dividends 
are derived from investments made out of assets of the pension 
fund. The 5% rate applies to dividends paid to companies that hold 
at least 25% of the capital of the payer, and this holding amounts to 
at least EUR100,000. The 10% rate applies to other dividends. The 
Russian Finance Ministry has sent an official letter to Malta proposing 
amendments to the treaty to introduce a 15% withholding tax rate for 
dividend and interest income.

(nnn) The 0% rate applies if the recipient of the interest is the government of 
a contracting state, or the central or foreign trade bank. The 10% rate 
applies to other interest payments.

(ooo) The 0% rate applies to interest on foreign-currency deposits and interest 
on loans granted to a contracting state or guaranteed by a contracting 
state. The 10% rate applies to other interest payments.

(ppp) The 0% rate applies to dividends paid to a contracting state or its financial 
or investment institutions.

(qqq) The 0% rate applies to interest paid to a contracting state or its financial 
or investment institutions.

(rrr) The treaty does not cover royalties.

(sss) The 5% rate applies if the recipient is a company (other than a 
partnership) that holds at least 25% of the capital of the payer, and this 
holding amounts to at least EUR80,000 or its equivalent in any other 
currency. The 10% rate applies to other dividends.

(ttt) The 0% rate applies to dividends paid to the following:

 •  The government of Russia, a political subdivision or local authority 
thereof, or the government of the Hong Kong Special Administrative 
Region (SAR)

 •  The Central Bank of the Russian Federation or the Hong Kong Mone-
tary Authority

 •  Any entity that is wholly or mainly owned by the government of Russia 
or by the government of the Hong Kong SAR and that is mutually 
agreed on by the competent authorities of the two contracting parties

 The 5% rate applies if the recipient of the dividends is a company (other 
than a partnership) that holds directly at least 15% of the capital of the 
company paying the dividends. The 10% rate applies to other dividends.

(uuu) The 10% rate applies if the beneficial owner of the dividends holds directly 
at least 20% of the capital of the payer of the dividends.

(vvv) The 0% rate applies if any of the following circumstances exist:

 •  The interest is paid to a contracting state, a political subdivision or a 
local authority thereof.

 •  The interest is paid to the central bank of a contracting state, an 
export credit guarantee agency or other similar institution that may 
from time to time be agreed upon between the competent authorities 
of the contracting states.

 •  The interest is paid with respect to a commercial loan in the form of 
deferred payment for goods, equipment and services.

(www) The 5% rate applies to dividends if the beneficial owner of the dividends 
is a company that owns directly at least 25% of the voting stock of 
the company paying the dividends. The 10% rate applies to all other 
dividends. The 10% rate applies to royalties for the use of, or the right to 
use, industrial, commercial or scientific equipment. The 15% rate applies 
to royalties in all other cases.

(xxx) The 0% rate applies if the recipient of the interest is the government or 
the central bank of a contracting state.

(yyy) The 0% rate applies if the recipient of the interest is the government of a 
contracting state or an institution authorized by such a government.

(zzz) The 0% rate applies if the recipient of the interest is any of the following:

 •  The government of a contracting state, a political subdivision or a local 
authority thereof

 • The central bank of a contracting state

 •  Any government institution agreed upon in writing by the competent 
authorities of the contracting states

(aaaa) The 0% rate applies if either of following circumstances exist:

 •  The recipient of the interest is the government of a contracting state, 
a political subdivision thereof or any agency (including a financial 
institution) wholly owned by that government or political subdivision.

 •  The interest is paid with respect to securities, bonds or debentures 
issued by the government of a contracting state, a political subdivision 
thereof or any agency (including a financial institution) wholly owned 
by that government or political subdivision.

(bbbb) The 0% rate applies if any of the following circumstances exist:

 • The recipient of the interest is the central bank of a contracting state.

 •  The interest is paid to a resident of a contracting state with respect to 
indebtedness of the other contracting state or of its state authorities, 
including local authorities thereof.

 •  The interest is paid with respect to a loan made, guaranteed 
or insured, or a credit extended, guaranteed or insured, by an 
organization created and wholly owned by the government of a 
contracting state for the purpose of facilitating exports.

(cccc) The 0% rate applies if the recipient of the interest is either of the 
following:

 •  The government of a contracting state, a political subdivision 
thereof or a local authority, or a financial institution wholly owned or 
controlled by that government, political subdivision or local authority

 •  Any organization (including a financial institution) that is financed 
in accordance with an agreement between the governments of the 
contracting states

(dddd) The 0% rate applies if the recipient of the interest is any of the following:

 •  The government of a contracting state, a political subdivision thereof 
or a local authority

 • The central bank of a contracting state

 •  Any government agency or a financial institution agreed upon by an 
exchange of notes by the competent authorities of the contracting 
states

(eeee) The 10% rate applies to dividends in the source state if the recipient is 
subject to tax with respect to the dividends in the recipient’s resident state.
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(ffff) The 0% rate applies if the recipient of the interest is any of the following:

 •  The government of a contracting state, a political subdivision thereof 
or a local authority

 •  The central bank of a contracting state, the bank for external trade of 
a contracting state, a state agency for insurance of export credits or a 
state-owned bank

 • Any other state agency of a contracting state

(gggg) The 0% rate applies if the recipient of the interest is either of the 
following:

 •  The government of a contracting state or a local authority thereof, the 
central bank or any agency (including a financial institution) wholly 
owned by that government or political subdivision

 •  Any resident of a contracting state, if the interest is paid with respect 
to debt claims guaranteed, insured or indirectly financed by the 
government of the other contracting state, a local authority thereof or 
the central bank

(hhhh) The 0% rate applies if the recipient of the interest is the government of 
a contracting state, a political subdivision thereof or a local authority, or 
any institution of that government, political subdivision or local authority.

(iiii) The 0% rate applies if the recipient of the interest is any of the following:

 • The government of a contracting state

 • The central bank of a contracting state

 •  A government agency or an authorized financial institution agreed 
upon by the exchange of notes by the competent authorities of the 
contracting states

(jjjj) The 0% rate applies if either of the following circumstances exist:

 •  The recipient of the interest is the government of a contracting state, 
including its political subdivisions and local authorities, the central 
bank or any financial institution wholly owned by that government.

 •  The interest is paid on loans guaranteed by the government of a 
contracting state.

(kkkk) The 0% rate applies if any of the following circumstances exist:

 •  The interest is paid to a resident of the Russian Federation with respect 
to an approved loan as defined under Malaysian law.

 •  The interest is paid to the government or the central bank of a 
contracting state.

 •  The interest is paid in a contracting state with respect to a loan 
provided, guaranteed or insured by the government of the other state, 
which may be agreed upon between the competent authorities of the 
contracting states.

(llll) The 0% rate applies if the recipient of the interest is either of the 
following:

 •  The government of a contracting state, a political subdivision thereof 
or a local authority

 •  Any government institution agreed upon in writing by the competent 
authorities of the contracting states

(mmmm) The 0% rate applies if the recipient of the interest is the government of 
a contracting state, a political subdivision or a local authority thereof, or 
the central bank.

(nnnn) The 0% rate applies to the following interest:

 •  Interest paid in the Russian Federation to the government of Romania, 
its national bank, its bank for foreign trade or Eximbank

 •  Interest paid in Romania to the government of the Russian Federation, 
its central Bank or its bank for foreign trade

(oooo) The 0% applies if any of the following circumstances exist:

 •  The interest is paid by the government of a contracting state or a local 
authority thereof.

 •  The interest is paid to the government of a contracting state or a 
local authority thereof, or any agency or instrumentality (including 
a financial institution) wholly owned by the contracting state or local 
authority thereof.

 •  The interest is paid to any other agency or instrumentality (including 
a financial institution) with respect to loans made in application of any 
agreement concluded between the governments of the contracting 
states.

(pppp) The 0% rate applies to interest paid with respect to a loan made or 
guaranteed by the government of a contracting state, a local authority 
thereof, the Bank of Russia or the South African Reserve Bank.

(qqqq) The 0% rate applies to the following interest:

 •  Interest paid in the Russian Federation to the government of Turkey, 
its central bank or Eximbank

 •  Interest paid in Turkey to the government of the Russian Federation, 
its central bank or its bank for foreign trade

(rrrr) The 0% rate applies to the following interest:

 •  Interest paid in the Russian Federation to the government of Ukraine, 
its national bank, a local authority or any other government body, or 
paid with respect to loans guaranteed by them

 •  Interest paid in Ukraine to the government of the Russia Federation, 
its central bank or any other government body, or paid with respect to 
loans guaranteed by them

(ssss) The 5% rate applies if the beneficial owner of the dividends (except for a 
partnership) holds directly at least 10% of the capital of the payer of the 
dividends.

The Russian Federation has signed tax treaties with Estonia, Ethiopia, Georgia, Laos, Mauritius and Oman, as well as a new treaty 
with Belgium, but these treaties are not yet in force.

The Russian Federation is negotiating a tax treaty with Bosnia and Herzegovina.

The Russian Federation is renegotiating its tax treaties with Malaysia, the Netherlands and the United Kingdom.
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巻末資料４： 財務省の認定したブラック・リスト国一覧 
The list of states and territories that grant preferential tax treatment and do not require the disclosure and provision of informa-
tion in relation to financial operations carried out (offshore zones) is as follows:

1. Anguilla
2.  Kingdom of Andorra
3.  Antigua and Barbuda
4.  Aruba
5.  Commonwealth of  

the Bahamas
6.  Kingdom of Bahrain
7.  Belize
8.  Bermuda
9.  Brunei-Darussalam
10.  Republic of Vanuatu
11.  British Virgin Islands
12.  Gibraltar
13.  Grenada

14.  Commonwealth of  
Dominica

15.  People’s Republic of 
China: Macau (Aomen) 
Special Administration 
Region

16.  Union of the Comoros:  
Anjouan Islands

17.  Republic of Liberia
18.  Principality of  

Liechtenstein
19.  Republic of Mauritius
20.  Malaysia: Labuan Island
21.  Republic of Maldives
22.  Republic of the Marshall 

Islands

23.  Principality of Monaco
24.  Montserrat
25.  Republic of Nauru
26.  Сuraçao and Sint 

Maarten (the Dutch part)
27.  Republic of Niue
28.  United Arab Emirates
29.  Cayman Islands
30.  Cook Islands
31.  Turks and Caicos Islands
32.  Republic of Palau
33.  Republic of Panama
34.  Republic of Samoa
35.  Republic of San Marino

36.  Saint Vincent and the 
Grenadines

37.  Saint Kitts and Nevis
38.  Saint Lucia
39.  Administrative units  

of the United Kingdom  
of Great Britain and 
Northern Ireland:  
Isle of Man and Channel 
Islands (Islands of  
Guernsey, Jersey,  
Sark and Alderney)

40.  Republic of Seychelles
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1. Angola
2. Andorra
3. Antigua and 

Barbuda
4. Afghanistan
5. Bahamas
6. Bangladesh
7. Barbados
8. Bahrain
9. Benin
10. Bolivia,  

Plurinational 
State of

11. Bosnia and  
Herzegovina

12. Brunei- 
Darussalam

13. Burkina Faso
14. Burundi
15. Bhutan
16. Vanuatu
17. Gabon
18. Haiti
19. Guyana
20. Gambia
21. Ghana
22. Guatemala
23. Guinea
24. Guinea-Bissau
25. Honduras

26. Grenada
27. Democratic Re-

public of  
the Congo

28. Djibouti
29. Dominica
30. Dominican  

Republic
31. Zambia
32. Zimbabwe
33. Jordan
34. Iraq
35. Yemen
36. Cape Verde
37. Cambodia
38. Cameroon
39. Kenya
40. Kiribati
41. Colombia
42. Comoros
43. Costa Rica
44. Ivory Coast
45. Laos People’s 

Democratic  
Republic

46. Lesotho
47. Liberia
48. Mauritania
49. Madagascar
50. Malawi

51. Maldives
52. Marshall Islands
53. Micronesia,  

Federated States 
of

54. Mozambique
55. Myanmar
56. Nauru
57. Nepal
58. Niger
59. Nigeria
60. Nicaragua
61. Oman
62. Pakistan
63. Palau
64. Palestine,  

State of
65. Papua New  

Guinea
66. Paraguay
67. Peru
68. Republic of the 

Congo
69. Rwanda
70. Samoa
71. São Tomé and 

Príncipe
72. Senegal
73. Saint Vincent and 

the Grenadines

74. Saint Lucia
75. Solomon Islands
76. Somalia
77. Sudan
78. Surinam
79. Sierra Leone
80. Tanzania, United 

Republic of
81. Timor-Leste
82. Togo
83. Tonga
84. Trinidad and 

Tobago
85. Tuvalu
86. Tunisia
87. Uruguay
88. Fiji
89. Central African 

Republic
90. Chad
91. Ecuador
92. Equatorial  

Guinea
93. El Salvador
94. Eritrea
95. Ethiopia
96. Eswatini
97. South Sudan
98. Jamaica

States

1. Anguilla
2. Virgin Islands, USA
3. Gibraltar
4. Greenland
5. Guam
6. Comoros: Anjouan Island
7. Curaçao
8. Macau
9. Malaysia: Labuan Island
10. Montserrat
11. Niue
12. Puerto Rico
13. Cook Islands
14. Turks and Caicos Islands
15. Certain administrative units  

of the United Kingdom  
of Great Britain and  
Northern Ireland:  
Channel Islands  
(Jersey, Sark, Alderney)

16. Sint Maarten (Dutch part)
17. Taiwan (China)
18. Faroe Islands

Territories
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巻末資料6： 税金申告スケジュール

外国法人の駐在員事務所の法人税・社会保険の申告スケジュール 2020年

№ Name of report Frequency* January Ferbuary March April May

1 Corporate Income Tax Return 4Q 28 March** 28 April

2 Statement of Activities of a Foreign Organization in the RF A 28 March

3 Explanatory Note to the Statement of Activities  
(only for Moscow) A 28 March

4 Assets tax (only for immovable property since 1 January 
2019)*** 4Q 30 March (for 

payment only)
30 April (for 

payment only)

5 VAT Return 4Q 25 January 25 April

6 Withholding tax return 4Q 28 March 28 April

7 Transport tax return (till 2020)**** A
5 February 

(for payment, 
Moscow only)

8 Land Tax return***** A 3 February

9 Form 5-Z****** 3Q 30 April

10 Form 8-VES A 27 January

11 Form 1-Enterprise A 1 April

12 Pension report on insured individuals length of services  
(SZV-stazh) A 1 March

13 Monthly Pension Fund Report (SZV-M) M 15 January 15 February 15 March 15 April 15 May

14 Monthly Pension Fund Report (SZV-TD) M 15 January 15 February 15 March 15 April 15 May

15
Report on Headcount, Salary and Employee Turnover  
(Form P4) 

M (if ≥15 
employees) 15 January 15 February 15 March 15 April 15 May

16 4Q (if <15 
employees) 15 January 15 April

17 Social Insurance Fund (SIF) Report******* (4-FSS) 4Q 25 January 25 April

18 Personal Income Tax (PIT) Accrued and Withheld by the Tax 
Agent (Form 6-NDFL)" 4Q 1 March 30 April

19 Report on Accrued Insurance Contributions 4Q 30 January 30 April

20 Average Number of Employees A 20 January

21 Personal Income Tax (PIT) Withheld by RO (Form 2-NDFL) A 1 March

22 Social InConfirmation of the type of economic activity (to 
Social Income Fund) A 15 April

23 Personal Income Tax (PIT) for Individuals* A 30-Apr-20

24 Payment of the PIT Based on Instructions Provided by EY A

25 Salary Reports on Income of HQS 4Q 31-Jan-20 30-Apr-20
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June July August September October November December

28 July 28 October

 

30 July (for 
payment only)

30 October (for 
payment only)

25 July 25 October

28 July 28 October

 
 

30 July 30 October

 

15 June 15 July 15 August 15 September 15 October 15 November 15 December

15 June 15 July 15 August 15 September 15 October 15 November 15 December

15 June 15 July 15 August 15 September 15 October 15 November 15 December

15 July 15 October

25 July 25 October

 31 July 31 October

30 July 30 October

 

15-Jul-20

31-Jul-20 30-Oct-20

* Frequency: A — annual; SA — semi-annual;   
 4Q — quarterly, 4 times a year; 3Q — quarterly,  
 3 times a year;  M — monthly

**  in case the deadline is a day-off the due date is 
moved to the next business day

***  Starting in 2020, organizations will no longer 
have to file quarterly computations of advance 
assets tax payments. 

  Only an annual assets tax report should be 
submitted to the tax authorities

  We stress that taxpayers will still be obliged to 
pay advance payments unless regional assets tax 
legislation establishes otherwise. 

****  Starting from the 2020 tax period organizations 
will not have to file transport tax returns. 
Tax is payable based on notices from the tax 
inspectorate in the same way as for individuals. 
Russian regions may set their own payment 
deadlines

*****  Starting from the 2020 tax period there will 
be no requirement to prepare and file a land 
tax return. Tax inspectorates will calculate tax 
based on information available to them and send 
appropriate notices to payers. The last return 
must be filed for 2019. Thereafter, companies will 
pay tax based on notices from the inspectorate in 
the same way as individuals.

******  The list of required reports should be checked on 
a monthly basis on site https://websbor.gks.ru/
online/#!/gs/statistic-codes

*******  Social Insurance Fund (SIF) report — No later than 
the 20th (in hard copy) and 25th (in electronic 
form) of the month following the reporting period 
(20/25 April, 20/25 July, 20/25 October,  
20/25 January)

  Corporate tax related report 

  Payroll related report

  Income tax related report 

  Immigration reports for HQS
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ロシア法人の法人税・社会保険の申告スケジュール 2020年

№ Name of report Frequency* January Ferbuary March April May

1 Corporate Income Tax Return 4Q 28 March** 28 April

2 Statutory financial reporting A

no later  
than three 

months after 
the end of the 
reporting year

3 Assets tax  (only for immovable property since 1 January 
2019)*** 4Q 30 March (for 

payment only)
30 April (for 

payment only)

4 VAT Return 4Q 25 January 25 April

5 Withholding tax return 4Q 28 March 28 April

6 Transport tax return (till 2020)**** A
5 February 

(for payment, 
Moscow only)

7 Land Tax return***** A 3 February

8 Form P-3****** 4Q 30 January 30 April   

9 Form 12-F A 1 April

10 Form 11 A 1 April

11 Form 1-Enterprise A 1 April

12 Pension report on insured individuals length of services  
(SZV-stazh) A 1 March

13 Monthly Pension Fund Report (SZV-M) M 15 January 15 February 15 March 15 April 15 May

14 Monthly Pension Fund Report (SZV-TD) M 15 January 15 February 15 March 15 April 15 May

15
Report on Headcount, Salary and Employee Turnover  
(Form P4) 

M (if ≥15 
employees) 15 January 15 February 15 March 15 April 15 May

16 4Q (if <15 
employees) 15 January 15 April

17 Social Insurance Fund (SIF) Report 
(4-FSS)  *******  4Q 25 January 25 April

18 Personal Income Tax accrued and Withheld by the Tax Agent  
(Form 6-NDFL) 4Q 1 March 30 April

19 Report on Accrued Insurance Contributions 4Q 30 January 30 April

20 Average Number of Employees A 20 January

21 Personal Income Tax (PIT) Withheld by LLC (Form 2-NDFL) A 1 March

22 Confirmation of the type of economic activity (to Social 
Income Fund) A 15 April

23 Personal Income Tax (PIT) for Individuals A 30-Apr-20

24 Payment of the PIT Based on the Instructions Provided by EY A

25 Salary Reports on Income of HQS 4Q 31-Jan-20 30-Apr-20
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June July August September October November December

28 July 28 October

 
 
 
 

30 July (for 
payment only)

30 October (for 
payment only)

25 July 25 October

28 July 28 October

 
 

30 July 30 October

 

15 June 15 July 15 August 15 September 15 October 15 November 15 December

15 June 15 July 15 August 15 September 15 October 15 November 15 December

15 June 15 July 15 August 15 September 15 October 15 November 15 December

15 July 15 October

 25 July 25 October

 31 July 31 October

 30 July 30 October

 

15-Jul-20

31-Jul-20 30-Oct-20

* Frequency: A — annual; SA — semi-annual;   
 4Q — quarterly, 4 times a year; 3Q — quarterly,  
 3 times a year;  M — monthly

**  in case the deadline is a day-off the due date is 
moved to the next business day

“***  Starting in 2020, organizations will no longer 
have to file quarterly computations of advance 
assets tax payments. 

  Only Annual Aseets tax report should be 
submitted to the tax authorities

  We stress that taxpayers will still be obliged to 
pay advance payments unless regional assets tax 
legislation establishes otherwise. 

****  Starting from the tax period of 2020, 
organizations will no longer have to file transport 
tax returns

  From the reporting for 2020 tax should be 
paid on the basis of messages from the Federal 
Tax Service Inspectorate in the same way as 
individuals pay a transport tax.

  Other constituent bodies of RF may establish their 
own payment dates

*****  It will not be required to draw up and submit a tax 
return on land tax from the tax period of 2020. 
The tax inspectorates will independently calculate 
the tax on the basis of the information available 
to them and send the corresponding messages 
to the payers. The latest declaration must be 
submitted for 2019. Next, companies need to pay 
tax on the basis of messages from the Federal 
Tax Service Inspectorate in the same way that 
individuals pay land tax.

******  The list of required reports should be checked 
on monthly basis on site https://websbor.gks.ru/
online/#!/gs/statistic-codes

*******  Social Insurance Fund (SIF) report — No later than 
the 20th (in hard copy) and 25th (in electronic 
form) of the month following the reporting period 
(20/25 April, 20/25 July, 20/25 October, 20/25 
January)

  Corporate tax related report 

  Payroll related report

  Income tax related report 

  Immigration reports for HQS
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欧州における日本企業担当者
Ernst & Young Global Limitedと、その日本における加盟事務所である新日本有限責任監査法人は、世界の70を超える主要都
市に約450名の日本語対応可能なプロフェッショナル（うち駐在員約100名）を配し、監査、税務、コンサルティングなどの業務を通
じて、均一で高品質なサービスを提供しています。

JBSはグローバルネットワークを統括する本部機能をEY Japan内に設けています。EY Japan主導により、世界各地の日本企業担
当プロフェッショナルと密接な連携を図りながら、強固な一体組織として、グローバルで卓越したサービスを提供しています。

国名
都市名 住所 氏名

Office Tel
Direct Tel
Email

イギリス
ロンドン

Ernst & Young LLP
1 More London Place    
SE1 2AF 
United Kingdom

25 Churchill Place,  
Canary Wharf E14 5EY,  
United Kingdom

大場　康生  
Yasuo Oba
シニアマネージャー 
(Financial Services)

+44-20-7951-2000
+44-20 7951 8878     
yasuo.oba@uk.ey.com

遠藤 淳
Atsushi Endo マネージャー
(Financial Services)

+44-20-7951-2000
+44-20 7197 9126   
atsushi.endo@uk.ey.com

工藤 保浩
Yasuhiro Kudo 
シニアマネージャー 
(Global Compliance & Reporting)

+44-20-7951-2000
+44-20 7806 9233 
yasuhiro.kudo@uk.ey.com

神澤　友里  
Yuri Kanzawa 
マネージャー 

+44-20-7951-2000
+44 -20 7951 6304 
yuri.kanzawa@uk.ey.com

フランス
パリ

Ernst & Young et Associés
Tour First, 1 place des Saisons, 
TSA 14444,
Paris La Défense 92037

遠藤　仁
Hitoshi Endo
パートナー

+33-1-46-93-60-00
+33-1-46-93-62-18
hitoshi.endo@fr.ey.com

オランダ
アムステルダム

Ernst & Young
Cross Towers,  
Antonio Vivaldistraat 150
Amsterdam 1083 HP
The Netherlands

富永　英樹
Hideki Tominaga
パートナー

+31-88-407-1000
+31-06-2908-4006 
hideki.tominaga@nl.ey.com

本橋正史
Masahi Motohashiマネージャー

+31-88-407-1000
+31-06-5544-2565
masashi.motohashi@nl.ey.com

ドイツ
デュッセルドルフ

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Graf-Adolf-Platz 15
40213 Düsseldorf, Germany

梅田  健二
Kenji Umeda
パートナー

+49-211-9352-0
+49-211-9352-13461
kenji.umeda@de.ey.com

ドイツ
フランクフルト

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Mergenthalerallee 3-5
65760 Eschborn, Germany

久保川　智広
Tomohiro Kubokawa　
ディレクター

+49-6196-996-0
+49-6196-996-24152
tomohiro.kubokawa@de.ey.com
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国名
都市名 住所 氏名

Office Tel
Direct Tel
Email

ドイツ
ミュンヘン

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Arnulfstrasse 59
80636 Munich, Germany

英　正樹　
Masaki Hanabusa
シニアマネージャー  

+49-89-14331-0
+49 89 14331 21366 
masaki.hanabusa@de.ey.com

ベルギー
ブリュッセル

Ernst & Young
De Kleetlaan 2, B-1831  
Diegem, Belgium

中村　精潤
Kiyohiro Nakamura
ディレクター

+32 2-774-9111
+32-2-774-6079
kiyohiro.nakamura@be.ey.com

イタリア
ミラノ

Ernst & Young
Via Mervigili, 14  
20123 Milan, Italy

切手　崇博
Takahiro Kitte
パートナー

+39-02-851-41
+39-02-806-69230
takahiro.kitte@it.ey.com

スペイン
マドリード

Ernst & Young, S.L.
Edificio Sarrià Fòrum
Av. Sarrià 102-106
08017 Barcelona, Spain

谷内　譲二      
George Yachi
ディレクター

+34-933-663-700
+34- 933-627-439     
 george.yachi@jp.ey.com

ポーランド
ワルシャワ

Ernst & Young Doradztwo  
Podatkowe Sp. z o.o.
ul. Rondo ONZ 1
Warszawa 00124, Poland 

五十嵐　純尚
Yoshihisa Igarashi
シニアマネージャー  

+48-22-557-7000
+48-22-557-8267   
yoshihisa.igarashi@pl.ey.com

ハンガリー
ブダペスト

Ernst & Young Kft.
H-1132 Budapest, Vaci ut 201399 
Budapest 62 Pf.632, Hungary 

五十嵐　純尚
Yoshihisa Igarashi 
シニアマネージャー  

+36-1-451-8100
+48-22-557-8267   
yoshihisa.igarashi@pl.ey.com

チェコ共和国
プラハ

Ernst & Young Audit s.r.o.
Na Florenci 2116/15
Praha1  11000 
Czech Republic

五十嵐　純尚
Yoshihisa Igarashi
シニアマネージャー  

+420-225-335-111 
+48-22-557-8267   
yoshihisa.igarashi@pl.ey.com

トルコ
イスタンブル

Ernst & Young
Orjin Maslak Plaza,  
Maslak Mah.Eski Büyükdere cad. 
Kat:1-5 No:27, Sarıyer 34398, 
İstanbul, Turkey

恒田　範
Susumu Tsuneda 
マネージャー  

+90-212-315-3000 
+90-212-408-4900 
susumu.tsuneda@tr.ey.com 
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CISにおけるEY
Russia
Moscow
Sadovnicheskaya Nab., 77, 
bld. 1
Moscow, 115035
Paveletskaya Pl. 2, bld. 2
115054, Moscow, Russia
Tel: + 7 495 755 9700
Fax: + 7 495 755 9701

St . Petersburg
White Nights House Business 
Center
Ul. Malaya Morskaya, 23
St. Petersburg, 190000
Tel: + 7 812 703 7800
Fax: + 7 812 703 7810

Ekaterinburg
Business Center Palladium
Ul. Khokhryakova, 10
Ekaterinburg, 620014
Tel: + 7 343 378 4900
Fax: + 7 343 378 4901

Kazan
Ul. Spartakovskaya, 6, suite 
1015
Kazan, Republic of Tatarstan
420107
Tel: + 7 843 567 3333
Fax: + 7 843 567 3337

Krasnodar
Ul. Sovietskaya, 30, office 
1106, 1108
Krasnodar, 350063
Tel: + 7 861 210 1212
Fax: + 7 861 210 1211

Novosibirsk
Ul. Sovietskaya, 5, Block A, 
10th floor
Novosibirsk, 630102
Tel: + 7 383 211 9007
Fax: + 7 383 211 9008

Rostov-on-Don
League of Nations Business 
Center
Ul. Suvorova, 91
Rostov-on-Don, 344022
Tel:  + 7 863 261 8400
Fax:  + 7 863 261 8401

Togliatti
Ul. Frunze, 14B, office 413
Togliatti, 445037
Tel: + 7 8482 99 9777
Fax: + 7 8482 99 9700

Vladivostok
Okeanskiy Pr., 17
Fresh Plaza
Vladivostok, 690091
Tel: + 7 423 265 8383
Fax: + 7 423 265 8384

Armenia
Yerevan
1 Northern ave., office 27
Yerevan, 0001
Tel: + 374 10 500790
Fax: + 374 10 500706

Azerbaijan
Baku
Port Baku Towers Business 
Centre
South Tower, 9th floor
Neftchilar ave., 153
Baku, AZ1010
Tel: + 994 12 490 7020
Fax: + 994 12 490 7017

Belarus
Minsk
Klary Tsetkin st., 51, 15th 
floor
Minsk, 220004
Tel: + 375 17 240 4242
Fax: + 375 17 240 4241

Georgia
Tbilisi
Kote Abkhazi st., 44
Tbilisi, 0105
Tel: + 995 32 215 8811
Fax: + 995 32 215 8822

Kazakhstan
Almaty
Esentai Tower
Al-Farabi ave., 77/7
Almaty, 050060
Tel: + 7 727 258 5960
Fax: + 7 727 258 5961

Nur-Sultan
Kosmonavtov St., 62A
Esil district
Nur-Sultan, 010000
Tel: +7 7172 58 0400
Fax: +7 7172 58 0410

Atyrau 
Satpaev st., 19
Atyrau, 060000
Tel: + 7 7122 55 2100
Fax: + 7 7122 55 2101

Kyrgyz Republic
Bishkek
Abdrakhmanov Str., 191
Bishkek, 720011
Tel:   +996 312 66 5997

Ukraine
Kyiv
Khreshchatyk st., 19A 
Kyiv, 01001
Tel: + 380 44 490 3000
Fax: + 380 44 490 3030

Uzbekistan
Tashkent
Inconel Business Center, 3rd 
floor
Mustaqillik st., 75
Tashkent, 100000
Tel: + 998 78 140 6482
Fax: + 998 78 140 6483
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EY モスクワ お問い合わせ先

日本でのお問合せ先  
日本における連絡先 　
ジャパン・ビジネス・サービス（JBS）

松本　裕子
Tel : +7 (495) 755-9759 (直通)
yuko.fite@ru.ey.com 

新庄　和歌子
Tel : +7 (495) 755-9700  内線4004
wakako.shinjo@ru.ey.com 

ローラ（日本語可）
Tel : +7 (495) 755-9700    内線4053
lolakhon.inogamdjanova@ru.ey.com 

Web:  https://www.ey.com/en_ru/foreign-desk-organization/ey-cis-japan-desk   

Web:  https://www.eyjapan.jp/services/specialty-services/global-support/jbs 

菊井 隆正
パートナー
Japan Business Services
takamasa.kikui@au.ey.com 

増田 晋一
パートナー
Japan Business Services, Ernst & Young ShinNihon LLC 
shinichi.masuda@jp.ey.com
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About EY
EY is a global leader in assurance, tax, strategy, transaction and consulting 
services. The insights and quality services we deliver help build trust 
and confidence in the capital markets and in economies the world over. 
We develop outstanding leaders who team to deliver on our promises to all 
of our stakeholders. In so doing, we play a critical role in building a better 
working world for our people, for our clients and for our communities.
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