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イタリアでの事業の開始  
 
近年、イタリア国内で事業を立ち上げて経営していくために必要な手続きの合理化と簡素化を図

るため、 低資本金と 低払込資本金の引き下げや登記手続きの簡素化をはじめとする一連の改

革が進められています。 
 
事業を営む主体としては個人事業と会社があり、いずれもイタリア民法典に準拠します。 
事業活動を行うには、個人として行う方法、新会社の設立を通じて行う方法、もしくは既存の会

社の株式買収を通じて行う方法があります。 
これはイタリア国籍保持者にも欧州域内および欧州域外の国籍保持者にも適用されます。 
- EU 加盟国ならびに欧州経済領域参加国（アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー）
の自然人および法人は、イタリア国籍保持者として扱われ、事業遂行能力の制限もありません。 

- EU 域外および欧州経済領域外国からの自然人の場合、有効な在留許可証を保有しているか、
もしくは相互協定適用国の国籍保持者である必要があります。 

非イタリア国籍保持者に適用する条件や相互協定に関する詳細は、イタリア外務省のウェブサイ

トでご覧いただけます。 
www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/condizreciprocita. 

上述の詳細情報のほか、国際条約へのリンクもあります。 
 
事業を立ち上げる際に必要な法的手続きは公証人（“Notaio”）が行います。具体的には、会社設
立に必要なあらゆる法的手続きの監督や、企業登記所（Registro delle Imprese）への必要文書一式
の電子的送付などを行います。 
 
 
1. イタリアでの駐在員事務所（現地事務所）の設立   
 
駐在員事務所は、イタリアにおける外国企業の法的主体ではなく、次のような 2 つの特徴があ
ります。 
-‐ 会社およびその製品／サービスを売り込むことやその他の非事業活動を実施するための現地

拠点   
-‐ 常駐駐在員は不要（第三国に対する当該外国企業の代表ではない）  
 
現地事務所は、商工会議所で経済管理番号（REA、Repertorio Economico Amministrativo）の登録
が必要です。その際、下記の文書を添付します。 
-‐ EU 加盟国で設立された会社の場合：会社の詳細および会社の代表者が明記され、イタリアに
おける経済登記局に相当する当該国の機関が発行した証明書。宣誓翻訳者によってイタリア語

に翻訳されたたものでなければなりません。 
-‐ 非 EU 加盟国で設立された会社の場合：会社の登記上の事務所が置かれている国のイタリア
大使館が発行した、その会社の存在を示す書類。 

 
税制  
駐在員事務所が下記の目的でのみ使用されている場合：  
-‐ 当該外国企業に帰属する物品の保管、展示、引き渡し 
-‐ 当該外国企業に代わって行う物品購入や情報収集  
-‐ 当該外国企業の事業活動を助ける予備的な活動の実施  
そうした駐在員事務所は税制上の恒久的施設とはみなされません。 
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2. イタリアでの外国企業の支店の設立  
 
イタリアでの支店／従属的な登記上の事務所は、意思決定権限を有するイタリアでの恒久的

施設も含まれ、外国企業の中核事業の代表となり得ます。 
- これは、外国の当事者がイタリア国内で間接的に事業を営むために使用するまったく新しい会

社（既存の外国企業の子会社（イタリア語で“filiale”）の場合もあります）の設立とも、上述
した恒久的施設なしにイタリア国内で事業を営むこととも区別されるべきです。 

 
イタリア支店は独立した法的主体ではなく、その活動については親会社が責任を負います。 
 
企業登記所（Registro delle Imprese）に支店の詳細を登録する必要があります。 
支店の登記はイタリア民法典（Codice Civile）に準拠します。 
当該外国企業は、 初に法律上の代表者を任命する必要があります。 
当該外国企業の任命書、設立証書（基本定款）、通常定款、および登記上の詳細情報を、支店が

所在する地域の企業登記所に登録しなければなりません。 
- 外国企業がイタリア国内に複数の支店を置く場合、上記文書の提出を伴う公告が必要となるの

はイタリア国内での 初の支店についてのみです。 
 
提出する文書はすべて公的機関によって交付されたもので、イタリア語への宣誓翻訳が行われ

ていなければなりません。 
これら文書をイタリアの公証人（または地区公文書館）に提出します。公証人は、所定の公正

証書を作成し、上記の文書を付属書類としてそれに添付して登録し、企業登記所に提出します。 
こうした支店の登記が行われていない場合、取締役または会社を代表して会社の名前で行動する

者が会社の契約上の全債務について無限責任を負うことになります。 
外国企業がイタリア国内で締結した契約に基づく会社の債務については、当該外国企業およびそ

の取締役が責任を負うこととなります（ただし、欧州域内の企業は EU の企業設立の自由の原則
が適用されるため例外となります）。 
 
税制 
海外に居住する会社がイタリア国内に置いている恒久的施設の総所得金額は、イタリア国内に住

所を置いている会社に適用される会社所得算定のルールに従って決定されます。 
 
 
3. 会社の設立（独立した会社または外国企業の子会社）  
 
イタリアでは、会社設立に際して、会社の組織モデル、会社の商業目的、投じる資本のレベル、

責任範囲、税務上および会計上の意味合いなどに応じて様々な企業形態の選択肢があります。  
 
 
会社：主な種類 
イタリアの会社は大きく 4つの種類に分けられます。 
- Società a responsabilità limitata（S.r.l.） – 有限会社 
- Società a responsabilità limitata semplificata（S.r.l.s.） – 簡易有限会社 
- Società per Azioni（S.p.A.） – 株式保有会社（株式会社） 
- Società in accomandita per Azioni（S.a.p.A.）– 合資会社（「株式合資会社」） 
 
Società a Responsabilità Limitata - 有限会社（S.r.l.）の設立 
この形態の有限会社は、組織面での柔軟性があり、有限責任であることにより、イタリアで

も広く使用されています。 
- かつては小規模な企業向きとされていましたが、現在では大規模な企業やより活発な企業もこ

の形態を使用するようになっています。 
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出資者は、会社を代表して会社の名前で行動しているとしても、出資者個人が会社の債務につい

て責任を負うことはありません。 
会社設立 
S.r.l.の柔軟性を 大限に活用し、出資者の具体的な目標の追求にできるだけ適応した会社にする

ためには、通常定款の策定に気を配ることが重要です。 
通常定款は公証人によって作成されなければならず、作成された通常定款は公証人が企業登記所

に提出します。 
 
経営形態がきわめて柔軟。代表取締役を任命する方法、取締役会を任命する方法、あるいは取

締役会を設けず、取締役が共同でもしくは個別に権限を行使したり、企業統治モデルによっては

共同で権限を行使し、その他の取締役は個別に権限を行使したりする経営形態もあります。特定

の出資者に対して、経営権や利益分配の権利といった特別な権利を与えることもできます。 
 
資本金 
有限会社の 低資本金は 1ユーロです。 
- 資本金が 10,000 ユーロ以上の有限責任会社を設立する際には、通常定款の署名時に資本金の

25％以上が取締役に払い込まれなければならず（残額は後日の払い込みが可能）、現物出資は
その全体が行われなければなりません。 

- 資本金が 1 ユーロから 10,000 ユーロの間である場合は、拠出は現金に限られ、引受時に全
額が払い込まれなければなりません。 

- 設立時の資本金が 10,000 ユーロ未満の会社は、財務諸表に記載されている利益の 5 分の 1 以
上に相当する額を準備金として積み立てることが義務づけられます。この義務は、準備金と資

本の合計額が 10,000.00ドルに達するまで続きます。 
準備金は資本金への割当および損失の補償以外には使用できず、準備金の金額が上記の額を下回

った場合はその額まで戻す義務があります。 
 
会社設立時の出資者が 1人のみであっても、資本金の全額の払い込みが必要です。 
 
出資の譲渡を制限または禁止することもでき、その場合、各出資者は会社から脱退するときに自

己の出資分の償還を受ける資格を得ることになります。 
 
Società a Responsabilità Limitata Semplificata – 簡易有限会社（S.r.l.s.）の設立 
簡易有限会社（S.r.l.s.）は「S.r.l.」の一形態であり、起業の奨励を目的として近年新たに導入され
ました。 
「S.r.l.s.」の出資者は個人（自然人）に限られ、会社やその他の組織体は認められません。S.r.l.s.
も、出資者が 1人でもかまいません。 
「通常の S.r.l.」とは異なり、 低資本金は 1ユーロで、上限は 9,999.99ユーロです。 
資本金は、会社設立時に経営体に対して全額が現金で払い込まれなければなりません。. 
 
基本定款は、法律で規定された標準モデルに従って公証人が公式証書として作成します。したが

って、厳密に言えば「通常定款」は存在せず、所定の標準モデル（法律で規定されたもの）の中

で標準的な条項が示されているだけです。 
公証人への公証料の支払いはありません。 
 
Società per Azioni - 株式保有会社 - 株式会社 –（S.p.A.）の設立 
株式会社は、多数の出資者からの多額の投資に も適した主な会社形態です。 
また、証券取引所への上場を希望する会社はこの形態でなければなりません。 
 
株式会社の 2 つの大きな特徴は、すべての構成員が有限責任であることと、資本金が株式に分
割されていることです。 
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株式保有会社は、自己の資産、すなわち自己の資本と経済的資源で費用や債務を支払います。 
株主は、会社の負債について自己の個人的な財産や資金で責任を負うことはありません。したが

って、会社が資金難で「支払不能」に陥った場合、会社が破綻したとしても、複数あるいは単独

の株主は破産することはなく、持株の価値、すなわち会社への投資額を失うだけです。 
 
会計の監査に関しては、監査役会（“Collegio Sindacale”）、監査事務所（“società di revisione”）、
または監査人（“revisore”）の任命を設立証書の中で規定しておく必要があります。 
これらは会社の経営を監督し、法律および通常定款への遵守を保証する働きをします。法定監査

役が行う統制は経営の内容および形式に関係したものであり、取締役による経営の理非や市場評

価を調査する権限はありません。 
 
会社設立 
株式保有会社は、公証人によって作成された公式証書に基づいて設立されます。公証人は、その

会社の登記上の事務所が所在する地区の企業登記所に公式証書を記録し、その会社を登記します。 
会社は、企業登記所に登記されて初めてその存在を認識されるようになります。 
- 公証人は、登記プロセスの一環として、会社設立証書および会社に関するその他の必要書類や

関連書類を企業登記所の管轄事務所にアップロードすることが求められます。 
 
資本金 
資本金は 1ユーロを 低額面価格とする株式に分割されます。 
株式は自由に譲渡可能です。 
- 実際の株券を発行するのが通例ですが、上場会社についてはシンプルな会計記録の形式による

株式、すなわち「電子株券」も認められます。 
 
設立時に株式保有会社に要求される 低資本金は 50,000.00 ユーロで、このうち 25％以上
（12,500ユーロ以上）が取締役に払い込まれなければなりません。 
単独株主の会社の場合は、設立時に直ちに資本金の全額が払い込まれる必要があります。 
また、資本金の金額が基本定款に明示されていなければなりません。 
株式はその会社に対する株主の投資総額を反映している必要はありません。 
 
Società in accomandita per azioni - 株式合資会社（S.a.p.a.）の設立  
合資会社の社員には次のような 2つの種類があります。 
- 無限責任社員：法律上の取締役の責任を負い、無限個人責任（accomandatari）があります 
- 有限責任社員：経営参加から外されており、責任は資本金（accomandanti）への自己の投資額
に限定されます。 

 
投資は株式会社と同様に株式で行われますが、会社の経営は合資会社と同様に会社の債務につい

て無限責任（ただし第二次責任）を負う取締役が実施します。 
 
合名会社・合資会社：性質と主な種類 
合名会社・合資会社は、法人格はありませんが、イタリア法の下では会社（società）の一形態に
なっています。 
合名会社・合資会社は、その合名会社・合資会社の中での業務全体に対する各社員の個人的な責

務を特徴とします。個々の社員は、会社の債務（個人資産を含む）について個人的に責任を負い、

各自が事業全般のために行動します。個々の社員の責任に制限が設けられる範囲は制限されてい

ます。 
 
主な種類は次の 2つです。 
 
- Società in nome collettivo（S.n.c.）（合名会社） 
合名会社の商号は、少なくとも社員 1 名の名前を含んでおり、なおかつ合名会社であることを示
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すものでなければなりません。 
社員は合名会社の債務について無限責任を負い、これに反する合意は認められません。債権者が

合名会社の債務の返済を求める際には、社員に対して求める前に、まず合名会社に求めなければ

なりません。合名会社には、全社員の同時破産を規定している破産法が適用されます。 
一般的に社員は個別に行使可能な経営権限と代表権限を持っています。合意が得られれば、経営

権限を一部の社員のみに留保することもできます。 
 
- Società in accomandita semplice（S.a.s.）（合資会社） 
合資会社の社員には、次のような 2つの種類があります。 
- 無限責任社員（soci accomandatari）：会社の経営管理について責任を負い、合資会社の債務
の履行について無限責任があります。 

- 有限責任社員（soci accomandanti）：取締役ではなく、法律に準拠した一定の例外を条件とし
て当該合資会社への投資額を上限とする範囲内で合資会社の負債について責任を負います。 

合資会社の名称（商号）は、少なくとも無限責任社員 1 名の名前を含んでおり、なおかつ合資会
社であることを示すものでなければなりません。 
- 有限責任社員の名前が合資会社の名前に含まれている場合、当該の有限責任社員も無限責任社

員と連帯して合資会社の負債について責任を負うことになります。 
 
有限責任社員は、特定の事業活動について特別な代理権を付与されている場合を除き、経営活動

を行うことも、合資会社の名前で交渉や事業の遂行をすることもできません。この禁止規定を無

視した有限責任社員は、すべての合資会社負債について無限責任を負うこととなり、合資会社か

ら除外される場合もあります。  
 
会社：性質と主な種類  

 S.p.A. S.r.l. – S.r.l.s. S.n.c. S.a.s. 

会社の種類  中規模から大規模の

会社／上場会社  
中小企業であり、株

主数が限られている  
商業活動と非商業

活動を実施するた

めに設立された合

名会社 

商業活動と非商業

活動を実施するた

めに設立された合

資会社 

低資本金   50,000 ユーロ 1ユーロ 規定なし 規定なし 

会社の債務に対

する責任  
会社資産に限定  会社資産に限定  全出資者が無限  無限責任社員は有

限 
匿名社員は有限  

法定監査役会／

監査   
必須 c.c.第 2477条に従っ

て任意／必須 
規定なし 規定なし 

 
 
4. 資産の買収  
 
外国企業が資産の直接的な買収を希望する場合もあります。 
中には、事業活動を目的とした資産（動産・不動産、設備、商標、特許など）の集合体を包含し

た企業主体が買収されるケースもあります。 
法律により、企業の買収は公正証書または公証人の認証を受けた私署証書によってのみ有効に

なります。 
 
事業の売却は概して単一取引であり、第三者による事業の継続が可能です。 
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そうした取引は、組織全体が対象となる場合もあれば、同一の売り主が所有する複数の事業、あ

るいは単一の事業部門のみが対象となる場合もあります。事業を継続企業として売却することも

可能ですが、その場合、譲渡人の明示的な同意が要求されます。この同意がない場合、企業全体

ではなく事業資産や事業部門のみが売却されることになるかもしれません。 
 
事業の売却者は、売却から 5 年間は、顧客が売却事業と混同する可能性のある対象、場所、その
他の特徴を持つ新事業の立ち上げを禁じられます。 
別段の合意がある場合を除き、買収者は個人的な要素を除いたその会社の事業全体を営む資格を

得ることになります。 
 
 
5. 会計要件と監査要件  
 
会計要件 
株式資本を有する会社であれ、合名会社・合資会社であれ、いかなる会社も帳簿および会計記

録をつけ、それぞれに送付され受領したすべての原本を整理しておくことが義務づけられていま

す。 
会計書類の保管期間は 10年以上と定められています。 
- 株式資本を有する会社は、年次財務諸表を作成し、株主による承認後 30 日以内に会社登記所
に提出することも義務づけられています。 

- 合名会社・合資会社は、税務目的で損益を明示した年次報告書の作成が義務づけられています
が、会社登記所への提出義務はありません。 

 
会計記録の作成と保管 
会計記録は、当該企業が社内で直接保管することも、他者がそれぞれの事業所で保管することもできます。 

義務づけられている会計処理は、その会社の特徴や前年度の申告所得に応じて大きく 2 つに分けられ
ます。通常の会計処理と簡便な会計処理（シンプルな組織の小規模な企業主体に適したもの）です。 

事業者（個人または会社）はイタリア民法典および税法の規定に従って帳簿および会計記録をつ

けることが義務づけられています。 

会計帳簿は電子的手段による保管も可能です。 

 

監査要件 
下記に該当する会社は、監査が義務づけられています。 
1. S.p.A. 
2.次に掲げる基準のうち 2つ以上を 2年連続して超えた S.r.l. 
• 資産合計：4,400,000ユーロ 
• 売上高および役務収益：8,800,000ユーロ 
• 当該年度中の平均従業員数： 50人 
または、法定監査の対象となる会社を支配している S.r.l. 
3. 連結財務諸表を作成しているすべての会社 
4. 上場会社 
5. 銀行、証券会社、資金運用会社、規制対象となる金融機関 
 
財務諸表監査（“revisione legale dei conti”）は、イタリア法（イタリア民法典第 2409条 2）、なら
びに国際会計士連盟（IFAC）発行の国際監査基準（ISA）に合致したイタリア勅許会計士協会
（CNDCEC, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili）発行の監査基準に従
って行います。 
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さらに、イタリアの監査基準は、その適用に先立ってイタリアの国家証券委員会 CONSOB
（Commissione Nazionale per le Società e la Borsa）の承認を受けている必要があります。 
 
監査の実施 
イタリアでは監査役会（“Collegio Sindacale”）が監査を実施することができ、この監査役会は法律
および通常定款への遵守状況の監督と財務諸表の法定監査の両方を担当する場合があります。 
ただし、上記の 2 つの職務を分けて 2 つの異なる組織に割り当てることもできます。監督は
Collegio Sindacale が行い、財務諸表監査（四半期ごとの会計検査も含む）は監査事務所や監査人
が行うなどです。 
- 上場会社および連結財務諸表の作成が義務づけられている会社については、上記の 2 つの職務
の分割が必須となっています。 

 
監査契約の期間 
監査人の任命期間は、非上場会社で 3年間、上場会社で 9年間です。 
監査事務所の任命期間は 9年間の 1回までとされています。 
 
 
6. 商標  
 
ある組織の物品およびサービスを別の組織の物品およびサービスと区別し、ブランドと会社を強

力に結びつけるアイデンティティを創出するため、イタリア国内で商標の法的保護を得ることが

できます。商標を登録することにより対象領域内で他者がその商標を使用して商業活動を行うこ

とを防ぐことができます。 
 
イタリア国内での出願 
イタリア国内で地理的区域および特定の製品分類が限定された商標保護を出願することがで

きます。 
商標所有者は、その商標を独占的に使用する権利があり、第三者が混同をもたらしうる形で同一

もしくは類似のマークを同一もしくは類似の製品もしくはサービスに使用できないようにするこ

とができます。評判の高い有名な商標の場合には、類似性のないサービスや製品にも上記の権利

が適用されます。 
商標登録出願はイタリア特許商標局で行うことができます。 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. 
www.uibm.gov.it 

 
欧州域内での申請 
欧州連合全域での商標保護を（イタリアから）出願することができます。すなわち EU の全域で
商標の登録、譲渡、撤回、無効化、失効、あるいは使用保護を行うことが可能です。 
EU での商標登録は、欧州共同体商標意匠庁（OHIM、本部：スペインのアリカンテ）に出願する
ことができます。 

欧州共同体商標意匠庁  
https://oami.europa.eu/ 

 
世界中のあらゆる国のいかなる自然人も法人も、EU商標出願を提出することができます。 
この出願は、OHIM に直接提出することもできますし、欧州共同体加盟 27 か国の国内の特許商標
局またはベネルクス商標庁に提出することもできます。 
 
 
7. 企業体の解散と清算  
 

株式会社の解散は、次のような 3段階のプロセスで行われます。 
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-‐ 会社清算の動機を決定し、承認する。 
-‐ 清算作業を遂行する。 
-‐ 会社登記所での会社の登記を抹消する。 
解散理由は会社の種類を問わず共通するものであり、たとえば会社の法的な存続期間の終了、会社の

目的の達成もしくは達成不能、株主の解散意思の反映などが挙げられます。その他の清算理由が設立

証書や通常定款の中で規定されている場合もあります。 

特定の種類の会社に固有の解散理由もあります。株式会社では、次のようなことが清算の理由に

なり得ます。 

-‐ 会社が機能しなくなった。 
-‐ 株主が再三にわたって対応しない。 
-‐ 会社が無効であると宣告された。 
-‐ 資本金が法定の 低資本金額を下回った。 
-‐ 株主総会で可決された決議に従って会社から手を引いた株主の保有株式に対する支

払いができない。 
-‐ 設立証書および通常定款の中で言及されているその他の理由。 
 

会社の清算が設立証書に記載されている理由でその会社の本来の期日をもって行われる状況を除

き、清算が有効となるのは、清算理由を示した取締役会の声明文が会社登記所（Registro delle 
Imprese）で発表された日、もしくは株主総会で可決された株主による会社清算決議が発表された
日からになります。 

 
------------------- 
 
企業登記所と公証人に関する補足説明  
 
企業登記所（Registro delle Imprese）は、事業主、イタリアの会社、外国会社子会社の詳細情報を
包含した広範な情報システムの一部を構成しています。 
企業登記所の目的は、一貫性のある確かな品質情報を公表し、イタリア国内で活動しているあら

ゆる事業が閲覧できるようにすることです。 
企業登記所は商工会議所が管理しています。 
イタリア全国にわたって統一された公示システムですが、運営は県ごとの事務所を通じて行われ

ています。イタリアの県は主要都市を中心としています。 
-‐ 企業登記データベース（www.registroimprese.it/）を検索すると、企業の存在を確認
するための十分な情報が得られます。 

 
登録して料金を支払うと、より詳細な検索ができるようになり、正式謄本（“Visura”）のダウン
ロードも可能になります。 
正式謄本とは、その会社が存在していることを正式に確認する文書で、詳細な財務諸表や過去の

経緯の記録も記載されています。 
企業登記は全分野にわたる会社の公的記録であり、創業、改変、財務諸表、代表権、株主変更、

解散などに関係した会社情報が含まれています。 
 
イタリアの公証人は公務員としての立場で会社に関係すること全般について行動する権限を持っ

ています。公証人は、重要な保証によって業務の質が保護されている独立した専門家であり、公

的な監視を受けています。 
- 公証人は一般損害賠償責任保険に加入することも法律により義務づけられており、現在の 低

補償は 3,000,000 ユーロです。全国公証人協会でも公証人自身が直接拠出した保証基金を設け
ており、公証人による不正や過失の結果として保険適用外の損失を被った依頼人への賠償が行

われるようになっています。 
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イタリア国内の約 5,000人の公証人が下記 URLに掲載されています。 
 Consiglio Nazionale del Notariato 

www.notariato.it/en/trova-notaio 
 
他の専門家と同じく、公証人も、マネーロンダリング法で要求されている手順に従って依頼人

（非イタリア国籍保持者を含みます）に対するチェックを行う法的義務を負っています。 
そうした手順に関する詳細は財務省ウェブサイトに掲載されています。 
www.dt.tesoro.it/it/prevenzione_reati_finanziari/anti-riciclaggio/normativa_riferimento.html 
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イタリアでの従業員の雇用と管理  
 
イタリアの労働市場に対する規制は、過去 15 年間で数回にわたる変革を経て全面的な整備が行わ
れてきました。 新の変革は 2014 年 12 月にレンツィ政権が承認した「労働市場改革法（Jobs 
Act）」であり、次のような 4つの対策が導入されました。 
任期に関係した保護を拡大した新たな形の恒久的雇用契約（‘contratto a tutele crescenti’）、一時
雇用契約の刷新、解雇に関する新規則での柔軟性強化、失業給付の再設計です。 
 
「労働市場改革法」は次のような内容の包括的改革です。  
-‐ 保護レベルと在職期間を連動させることにより、雇用契約に関する雇用保護法を緩和。 
-‐ 正規従業員および非正規従業員のニーズを満たすため、従業員の職務や仕事に関する規制の柔

軟性を高めるなど、一定の種類の契約や雇用関係に対する規制の簡略化と有機化。工場や職場

の距離管理に関する新規則の導入。 
-‐ 給付を有効にするための要件を厳格化した新たな失業給付制度。 
-‐ 労働の需要と供給のマッチングを強化するため、より効果的な雇用奨励策と雇用サービスの改

善を通じた新たな積極的労働市場政策。 
-‐ 余剰労働者の補助給与制度の見直し。 
-‐ 活動を調整して同一工場内での管理の重複を防止するため、単一の検査機関の設立。 
 
 
2015 年安定法で新たな条項がさらに採択されました。社会保険の雇用主負担の 3 年間削減（年
間 8,060 ユーロが上限）が規定され、新たに雇用された正規従業員について地方付加税（IRAP）
のコストが免除されました。 
 
 
1. 雇用法に関する主な情報源  
 
イタリアにおける労使関係の権利と義務に関する基本的規則は、憲法、民法典（“Codice Civile”）
（雇用問題に関する独立したセクションあり）、労働者法規（“Statuto dei Lavoratori”）（法律番
号 300/1970、その後の法令により改正）に記載されています。 
雇用条件は、労働組合と当該産業の経営者協会との間で定期的に締結される全国団体協約

（“NCAs”, Contratti collettivi）によっても定められています。通常、こうした団体協約では労働条
件に関する規則や、部門ごとの 低賃金や賃金表が規定されています。 
 
 
2. 雇用の開始  
 
雇用契約は民法典に定める一般規則に準拠します。 
多数の NCA が存在し、雇用主によって広く使用されているため、イタリアにおける雇用契約は当
事者の特定、就業場所、雇用開始日、試用期間（ある場合）、雇用期間（有期雇用の場合）、登

録、従業員の職務など法律で義務づけられている項目と、適用する NCA に含まれている規定
を言及した簡単な雇用レターによる場合が一般的です。 
 
個別の雇用契約では、民法典第 2095条で定められている従業員の「分類」も明示されます。 
従業員は 4つのカテゴリーに分類されます。 
- 管理職（“Dirigenti”） 
- 中間管理職（“Quadri”） 
- ホワイトカラー従業員（“Impiegati”） 
- ブルーカラー従業員（“Operai”）. 
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Dirigenti については、雇用関係に適用する一般原則が全国団体協約で定められているのが通例で
あるにもかかわらず、個別契約を通じて一般条件や具体的条件が交渉されるケースが多くなって

います。 
Quadri は、 高幹部ではないものの、会社の成長と目標達成の促進に大きく貢献する職務に継続

的に従事する従業員と定義されます。限られた数の団体協約に従い、雇用主は Quadri の職務にお
ける過失の結果として第三者から起こされる民事責任請求について Quadri に保険をかけることが
義務づけられています。 
 
雇用関係の開始時、雇用主は雇用契約の主な条件を従業員に伝えなければならないことになって

います。 
イタリア法では雇用契約全般について特定の形式は規定されておらず、口頭での伝達でもかまわ

ないのですが、ほとんどの契約は書面で行われています。 
ただし、いくつかの特定の条項や雇用関係に関する特定の情報については書面に書き記すこと

が法律で義務づけられています（試用期間、競業禁止条項、有期雇用など）。  
また、契約の種類によっても書面による締結が法律で義務づけられている場合があります（パー

トタイム契約など）。 
 
当事者双方が契約書に記載されている条項の内容を十分に理解できるのであれば、雇用契約はど

の言語でも作成できます。 
 
イタリアでは 18 歳から成年です。雇用契約を有効に締結するための 低年齢は 16 歳（徒弟契約
の場合は 15歳）ですが、親の同意が必要です。 
 
 
3. 雇用関係  
 
正式履行 
雇用関係を確立する際、雇用主は開始の 24 時間前までに管轄の公共雇用センター（“Centro per 
l’Impiego”）に通知することになっています。この通知により、関係する社会保障機関（INPS お
よび INAIL）への通知義務も果たされます。 
法律による規定がある場合、雇用主は従業員による職務遂行から生じた第三者の危険や損害につ

いて保険契約も規定しなければなりません。 
 
試用期間 
法定試用期間は次のとおりです。 
- 3か月－管理職務に任命されていない従業員 
- 6か月－上記以外のすべての従業員 
ただし、試用期間は、関係する NCA の中で従業員の分類に応じて定められているのが一般的です。 
試用期間中はいずれの当事者も雇用関係をいつでも自由に終了させることができ、通知、債務、

補償金支払いは不要です。 
 
賃金 
イタリア法では「賃金」および「給与」について法律上の定義はされていません。 
所得税および社会保障の目的上では、現物報酬を含め、雇用関係の範囲内で従業員に付与される

報酬が賃金とみなされます（費用の償還など、限られた少数の例外があります）。 
 
イタリアでは法定 低賃金は定められていません。契約レベルごとの 低賃金は、関係する全国

団体協約（NCA）の中で部門別に定められているのが普通です。NCA の適用外の従業員について
の 低賃金が導入される予定ですが、そうした従業員は全労働者の 3％足らずです。 
法定賞与もありません。一部では、NCAによって集団的な業績連動型賞与（“premi di risultato”）
や個人に対する業績連動型賞与の規定が設けられている場合もあります。 
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法定手当もありませんが、オンコールワーカーなど、一定の勤務形態については交通手当や補償

が NCAで規定されています。 
 
イタリア法により、報酬は 13 か月分が与えられることになっています。13 か月目の報酬
（“tredicesima”）は毎年 12月の給与と合わせて支給されます。 
NCA によっては 14 か月分が規定されていることもあり、その場合は 6 月に支給されるのが通例
です。 
 
一般的に、支給日および契約項目（通知期間、疾病時の報酬など）についての算定基準も NCA で
規定されています。 
 
雇用主が一定の従業員に付加給付（例：上級／中間管理職や営業職への社有車や携帯電話の支給、

昼食券、社内や社外での教育訓練）を与えることもよくあります。 
雇用主はいかなる従業員に対しても退職手当（“Trattamento di Fine Rapporto – TFR”）を支給する
ことが義務づけられています。これは年間報酬総額の 13.5 分の 1 に相当する金額で、退職理由に
かかわらず退職時に支払われます。 
 
労働時間 
 

1日の法定労働時間の上限 13時間 

1週間の法定労働時間  40時間（1年ベース）  

1週間の法定労働時間の上限 48時間（一般的には 4カ月ベース、ただし NCAで 大

12か月の基準期間を設ける場合あり） 
 
 
管理職は労働時間に関する規則の対象外となります。 
週間労働時間を 40時間以下と規定している NCAもあります。 
従業員には少なくとも毎週 1 日の休日（通常は日曜日）が与えられなければなりません。例外
的な業務や臨時の業務では、毎週の休日や法定休日でも勤務しなければならないこともあります。 
 
時間外労働は 1 週間当たり 40 時間を超えて働いた時間とみなされ、1 週間ベースで 8 時間、1 年
ベースでは 250 時間を超えてはならないことになっています。NCA では時間外労働に適用する具
体的な割増賃金が規定されるほか、割増賃金に代えて休日を増やす場合もあります。 
 
休日と休暇 
 

祝日 日付 

新年 1月 1日 

主顕節 1月 6日 

復活祭月曜日 変動 

解放記念日 4月 25日 

労働の日 5月 1日 

共和国建国記念日 6月 2日 

聖母被昇天祭 8月 15日 

諸聖人の日 11月 1日 
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聖母受胎祭 12月 8日 

クリスマス 12月 25日 

聖ステーファノの日 12月 26日 
 
 
各地方の聖人記念日（それぞれの市の伝統により異なります）も当該地域の祝日とみなされます。 
祝日が週末に当たる場合、直近の平日が休みになることはありませんが、従業員は通常の賃金を

得られます。 
 
法定年次休暇は 4週間です。 
雇用主は、通常、会社や生産上の利益に基づき、なおかつ（可能であれば）従業員のニーズを考

慮に入れて従業員の休暇の時期を決定します。 
法定の 低日数に加えて NCA で有給休暇日数が追加されるのが一般的であり、勤務年数に応じて
日数が増えていきます。 
法律により、少なくとも 2 週間の休暇を当該年度中に取らなければならないとされています。未
消化の休暇は 2 週間分まで繰り越しが可能ですが、発生年度から 18 か月以内に消化しなければな
りません。 
従業員は、退職時に未消化休暇を買い上げてもらうことができます。 
 
病気休暇 
従業員は 3日間の有給病気休暇を雇用主の負担で取ることができます。 
4 日目から 180 日目までの病欠には、賃金代替給付が社会保障機関によって給付されます。雇用
主がこの社会保障給付に上乗せして支給額が給与の 100％になるようにすることを義務づけている
NCAもあります。 
病欠中は契約が停止され、従業員の勤続年数は保護されます。 
適用する団体協約で規定されている 低期間が終了するまでは、従業員を解雇することはできま

せん。この期間の終了後は、雇用主は契約を解除できるようになります。 
 
産休 
妊娠している女性従業員は、出産予定日の 2 か月前から出産の 3 か月後まで 5 か月間の産休を取
ることができます。 
状況によっては、出産後の 3か月を 7か月まで延長することができます。 
社会保障によって賃金代替給付が支給されます。 
妊娠中は危険とみなされうる業務は禁止されます。 
産休中は契約が停止され、従業員の勤続年数は保護されます。 
 
その他の休暇 
それ以外にも法律により規定された休暇があります。たとえば、養子縁組休暇、父親の育児休暇、

育児休暇のほか、結婚休暇、公用や陪審、家庭の事情、教育などに関係した休暇といった短期休

暇などです。 
 
契約内容の修正 
従業員の待遇が有利になる修正でない限り、当事者双方で個人の契約条件を修正することはでき

ません。 
労働市場改革法により、従業員の職務や業務の変更に関する条項が修正されました。雇用主と別

段の合意がある場合を除き、従業員は業務が減らされたとしても給与が維持される権利がありま

す（業務関連の補償は除外されます）。 
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競業禁止条項 
民法典第 2125条に従い、競業禁止の誓約書は、下記を条件として認められます。 
-‐ 従業員に対して十分な補償が提供されること。 
- 合意期間が一般従業員では 3年間、管理職では 5年間を超えないこと。 
- 事業内容および地域が限定されること。 
 
イタリア法では十分な補償および活動や地域の範囲の特定に関する具体的な基準は規定されてい

ません。 
したがって、紛争が生じた場合は裁判所がケースバイケースで基準を判定します。 
 
在宅勤務 
在宅勤務には従業員の自由意思での合意が必要です。 
在宅勤務者は、教育訓練やキャリア機会に関するものも含め、会社敷地内で同じ職務や業務を遂

行している従業員と同等の権利を得る資格があります。 
自宅で仕事をしている従業員に関する全般的な規制枠組みはいくつかの NCA で見られますが、地
方レベルや会社レベルでそれよりも詳細な規則が合意されることもあります。 
 
一時解雇 
雇用主は、一時的な危機的状況に陥った場合、「余剰人員補償基金」（“Cassa Integrazione 
Guadagni”, CIG）を使用することができます。これは、ブルーカラー従業員やホワイトカラー従業
員をまとめて休職させ、当該従業員が通常賃金の 大 80％を社会保障機関の保有する特別基金
から引き続き受領できるようにするものです。 
 
障害者雇用義務 
 

従業員数 義務 

15～35人 会社は少なくとも障害者 1名を雇用しなければならない。 

36 ～50人 会社は少なくとも障害者 2名を雇用しなければならない。 

51人以上  障害を持つ従業員の人数が従業員全体の 7％以上でなければならない。 

 
上記の雇用義務に違反した会社は行政処分の対象となります。この義務の遵守を促進するため、

雇用主は障害者雇用について所管官庁との協定を締結することができます。 
資金難や経営難に直面している会社は、この義務の一時的な停止を申請することができます。 
従業員数が 35 人以上の会社がその事業の性質上の理由（危険な作業、厳しい作業など）によって
割当を果たせない場合は、この義務の部分的な免除を受けられることもあります。 
 
 
4. 外国人労働者の雇用  
 
EU/EEA加盟国およびスイスの国籍保持者 
人、物、サービス、資本の自由な移動の原則に従い、EU（欧州連合）加盟国および EEA（欧州
経済領域）加盟国の国籍保持者はイタリア当局による許可を得ることなくイタリア国内で雇用す

ることができます。 
EU 加盟国の国籍保持者がイタリア国内で 3 か月以上の期間にわたり就労することを選択した場合、
その人物はいわゆる「滞在カード」（“Carta di Soggiorno”）を申請します。通常、これは簡単な申
請で現地の州警察署（“Questura”）から発行されます。この滞在カードは更新可能です。 
スイス国民も、EU 加盟国の国籍保持者に適用されるのと同じ入国、居住、就業の権利があります。 
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非 EU/EEA国籍保持者 – 割当制度 
EU 域外の外国人労働者の入国許可は、1 年ベースでの新規入国の割当に基づいた量的選択性の
仕組みに従って行われます。 
この制度は、第三国の国籍保持者の入国とイタリア労働市場への参入を、純粋に量的な選択性と

いくつかの質的選択性の要素を組み合わせて規制するというものです。 
 
新規入国の年間割当は、政府が首相命令（“Decreto Flussi”として知られています）を通じて定めま
す。この割当命令は官報で発表され、実施段階の数日後に開始されます。 
 
割当制度の実施プロセス全体は、基本的に次のような 3段階で構成されます。 
- 雇用主が移民統合事務局（ISD）に許可申請を提出。 
- 入国を予定している労働者が自国でビザを申請。 
- 就労目的での滞在許可証の申請と発行。 
 

- 許可（Nulla osta）申請 
雇用主は、外国に居住している外国人労働者の雇用に対する許可を ISD に申請する必要がありま
す。 
申請を行う雇用主は、申請ファイルの中でいわゆる「滞在契約書」（“Contratto di soggiorno”）を
提出することになっています。これは、雇用主が当該労働者用の適切な住居を保証し、当該労働

者が契約満了前に国外退去になった場合に帰国のための交通費を提供することを約束するもので

す。 
さらに、滞在契約書では、当該労働者が雇用される予定になっている具体的な部門／職業につい

ての既存の団体協約に従った労働契約の詳細も記載されている必要があります。 
労働当局（“Direzione Territoriale del Lavoro”）および現地の州警察署（“Questura”）の両方による
あらゆるチェックを受けた後、申請をした雇用主に許可証（“nulla osta”）が届けられます。 
この手続きには申請から 40日ほどかかります。 
 

- ビザの発行 
雇用主は、交付された nulla osta を採用予定の外国人労働者に送付します。外国人労働者は自国に
あるイタリア大使館・領事館を訪れて就労目的のビザを申請する必要があります。 
nulla ostaの有効期間は 6か月ですので、この期間内にビザの交付を受けられます。 
 

- 滞在許可証（Permesso di soggiorno）の発行  
外国人労働者は、到着後 8日以内に、雇用主が ISDに提出した滞在契約書に署名し、それと同時
に就労目的での滞在許可証（“Permesso di soggiorno”）を申請しなければなりません。滞在許可証
は Questuraが発行します。 
滞在許可証の有効期間は雇用契約と同じであり、2年間を 長とし、更新可能です。 
 
適用除外 – 追加割当 
一部の労働者カテゴリーの入国については、割当制度を通じた人数制限の適用除外となっていま

す。 
なかでも特定の専門職は入国を規制する量的上限なしに入国を認められます（たとえば、多国籍

／外国企業の管理職や高度な技術を有する従業員、大学講師および教授、翻訳者および通訳者、

専門看護師など）。 
入国についての明示的な人数制限はないものの、上記のカテゴリーに含まれる労働者もやはり管

轄 ISD から許可証（“nulla osta”）を受ける必要があります。ただし、一部のカテゴリーについて
は許可の手続きがさらに簡素化されています。 
 
滞在許可証の有効期間は、有期契約の場合は 長 2 年間、期間制限のない契約の場合は無期限
です。 
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5. 契約の具体的種類  
 
パートタイム契約 
パートタイム雇用契約は書面で締結し、労働時間（1日当たり、1週間当たり、1か月当たり、1
年当たりなど）が明示されていなければなりません。 
パートタイム従業員の給与その他の受給権は、同じ仕事のフルタイム従業員に適用する額の一定

割合になるのが一般的です。 
 
パートタイム契約には次のような付帯条項を加えることができ、雇用主にとっての柔軟性が広が

ります。 
- 「弾力性条項」（clausole elastiche）－雇用主が労働時間を長くすることが可能 
- 「柔軟性条項」（clausole flessibili）－雇用主が 1日の労働時間を変更することが可能 

 
有期契約（政令第 368/2001号） 
会社は期限を定めた有期契約で従業員を雇用することができます。 
有期契約の期間は、延長期間も含めて 長 36か月です。 
 
NCA でも量的制限が設けられているのが一般的ですが、有期契約の総件数が正規雇用の労働力全
体の 20％を超えてはならないことが法律で規定されています。 
ストライキ中の労働者の代替として、あるいは一時解雇されている従業員や過去数か月以内に集

団解雇を受けた従業員の代替として有期契約を使用することはできません。 
 
「オンコール」雇用（“Lavoro a chiamata o intermittente”、政令第 276/2003号） 
「オンコール」雇用契約は、従業員が一定期間中に勤務可能であることを申告し、当該期間中は

たとえ数日のみであっても直前の呼び出しに対応することを規定したものです。 
この個別契約では、当該従業員は雇用主から呼び出された場合には勤務する義務を負うことを規

定できます。その場合、従業員は、現在遂行されている業務に対して支給されている通常の報酬

に加え、NCA で定める 20％の割増賃金を得る資格があります。この契約は書面で締結されなけれ
ばなりません。 
 
徒弟制（“Apprendistato”、政令第 276/2003号） 
徒弟制とは、職業訓練の要素を含んだ期間制限なしの契約です。 
雇用主は、従業員数に応じた一定の人数枠の中で徒弟を雇用することができますが、そうした徒

弟が専門的な技能や資格を取得できるようにすることを義務づけられます。 
 
人材派遣契約（“Contratto di somministrazione di lavoro”） 
派遣契約は、有期であるが無期限であるかにかかわらず、認定を受けた人材派遣会社とのみ合

意できます。派遣労働者には使用企業の従業員と同じ法的・経済的条件が与えられなければなら

ないことになっています。雇用主は、ストライキ中の労働者の代替として、あるいは一時解雇さ

れている従業員や過去数か月以内に集団解雇を受けた従業員の代替として人材派遣契約を使用す

ることはできません。 
また、団体交渉で別途の基準が設けられている場合を除き、派遣契約者数が正規雇用の労働力全

体の 20％を超えてはなりません。 
 
 
6. 雇用の終了  
 
一般原則 
解雇は必ず書面による通知をもって行います。 
従業員の個別の解雇には一定の制限が設けられています。 
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期間制限のない契約は、正当な事由（“giusta causa”）または客観的もしくは主観的な合理的理由
（“giustificato motivo”）がある場合には、補償や追加制裁なしに解除することができます。 
正当な事由とは、重大な違反（窃盗、重大な不服従など）、あるいは雇用関係の基盤となる信頼

関係を著しく損ねる従業員のその他の行動を意味します。 
合理的理由とは、次のうちいずれかを意味します。 
- 主観的な合理的理由－従業員によるそれほど重大でない違反（重要な指示に従わない、故意の

違反行為、再三にわたる正当性のない欠勤など）  
- 客観的な合理的理由－雇用主が生産活動や労働力を再編する必要性に関係した客観的な理由 
 
有期契約の解除 
一方の当事者が契約満了日前に正当な事由なしに契約を解除する場合、相手方当事者は適正な補

償を受けられます。 
雇用主による中途解除の場合は、当該従業員が契約満了日までの期間に得ていたであろう金額の

補償が慣例となっています。 
 
辞職 
一般的に辞職については特定の形式を必要としませんが、ほとんどの団体協約で書面によること

が義務づけられています。一部の NCA では、辞職の場合は解雇の場合よりも短い予告期間が認め
られています。 
 
通知と退職時支払金 
従業員は雇用関係の終了時に次のものを得る資格があります。 
- 繰延賃金（TFR）の支払い。 
- 少額の退職手当の支払い（未消化の休暇や休日の代価、13 か月目分および 14 か月目分の未払

い給与などの支払い）。  
- 退職の予告期間。この期間は全国団体協約によって決められており、従業員の勤続年数や専

門性によって異なります。 
 
上記の(i)および(ii)に基づく支払いは解雇の際に義務づけられていますが、予告期間（またはそ
れに代わる補償）は正当な事由による解雇の場合には省略可能です。 
上記の(iii)に関して注目されるのは、雇用主はいずれにせよ予告期間中に従業員の勤務を免除
する資格があることです。この場合、従業員は、予告期間中に支給を受けていたであろう通常の

給与（社会保障負担を加算）に相当する額の補償をける資格があります。 
 
不当解雇 
労働市場改革法で個別および集団の不当解雇に関する新制度が導入され、復職の事例が大幅に減

少し、紛争が起きた場合の透明性ある枠組みが構築されました。 
新規定が適用される従業員： 
-‐ 2015年 3月 7日以降に期間制限なしで雇用された従業員 
-‐ 2015 年 3 月 7 日より前に期限付きで雇用され、2015 年 3 月 7 日以降に期間制限なしの契約に
変更された従業員 

- 2015 年 3 月 7 日より前に徒弟契約で雇用され、2015 年 3 月 7 日以降に期間制限なしの契約に
変更された徒弟 

 
(a）労働市場改革法施行前の解雇 

不当な解雇であると裁判所がみなした場合、雇用主は次の 2 つのうちいずれかの措置を講じるこ
とを要求されます。 
(i) 解雇理由が完全に不法であるとみなされた場合：復職に加え、非就労期間に対する 大 12 か
月分の補償（社会保障負担を加算）の支払い 
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従業員は、復職の権利を放棄して 15 か月分の賃金に相当する追加補償の受領を選択すること
もできます。 

(ii) 解雇理由が明確であるが解雇を正当化するには不十分であると判断された場合：解雇された
従業員に対して 終年度の給与に基づいた 12か月分から 24か月分の賃金の支払い 

 
小規模な企業（従業員 15 人未満）の従業員は、2.5 か月分から 6 か月分の賃金の補償を受ける資
格があります。 
 
差別的で無効（口頭によるものなど）の解雇の場合は、従業員数にかかわらず上記の(i)が適用さ
れます。 
 

(b） 労働市場改革法施行後の解雇 
裁判所が不当と判断した経済的もしくは懲罰的な理由による解雇の場合、従業員は、4 か月分を下
限、24 か月分を上限として、勤続 1 年につき 2 か月分の賃金に相当する補償を受ける資格があり
ます。 
裁判所が従業員の復職を要求しうるのは、無効で差別的な解雇の場合、もしくは主観的な理由で

の解雇であるとの申し立てが事実に基づいていなかったと裁判所が判断した場合に限られます。 
 
小規模な企業（従業員 15 人未満）の場合、補償は半減し、いかなる場合も 6 か月分の賃金を超え
ることはありません。復職が予想されるのは無効で差別的な解雇の場合に限られます。 
 
生じうる紛争を防止するために迅速かつ便利な裁判外和解手続きが確立されており、雇用主は 2
か月分を下限、18 か月分を上限として、勤続 1 年につき 1 か月分の賃金に相当する補償を労働者
に提案することができます。この取引を受諾した従業員は、それ以上の訴えはできません。これ

により支払われた額は、社会保障負担や課税の対象になりません。 
 
管理職の解雇 
管理職の解雇にも同様の原則が適用されますが、適用する法律条項はそれよりも下位の従業員の

場合と異なります。 
管理職は関与の度合いが高いため、管理職の解雇のケースでは、品行方正と信義誠実の原則の違

反であることが示されない限りは公平性の評価が行われるのが通例です。実際に、 高裁判所

（Corte di Cassazione）は、管理職の解雇の「公平性」という概念は「正当な事由」や「正当性が
認められる理由」の概念（通常の従業員に適用されるもの）とは一致せず、雇用関係を支える品

行方正と信義誠実の原則の違反に限らず解雇の合理的ないかなる根拠を含むことを何度も確認し

ています。 
 
 
7. 集団解雇  
 
組合手続き 
法律第 223/1991 号の第 24 条に従い、15 人以上の従業員を抱える雇用主が会社の事業の縮小／再
編／閉鎖を理由として 120 日の期間内に同一事業部門の従業員 5 人以上の解雇を意図する場合
には、必須の手続きを開始しなければなりません。 
集団解雇は、管理職も含めたすべての従業員に適用します。 
この手続きは、雇用主が工場協議会（ある場合）または労働組合に対して集団解雇実施の意向を

知らせる通知書を提出することから始まります。 
 
この通知には、次のような情報が含まれている必要があります。 
-‐ 集団解雇の理由  
-‐ そうした解雇を回避することができない技術面、組織面、生産面の状況 
-‐ 対象となる従業員の人数とその職務や特徴 
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-‐ 解雇が実施される日付  
-‐ 解雇による社会的影響を緩和するために講じられる方策 
 
不当解雇 
 

制度 行為 結果 

旧制度（労働市場改

革法の施行前） 

無効な解雇（口頭によるものな

ど） 
復職（またはそれに代わる補償金の支払い） 

必須の手続きへの違反 12か月分から 24か月分の給与に相当する補償金
の支払い 

選択基準への非適合  復職（またはそれに代わる当該補償金の支払

い）  

新制度（労働市場改

革法の施行後） 

無効な解雇（口頭によるものな

ど） 
復職（またはそれに代わる補償金の支払い） 

必須の手続きへの違反、選択基

準への非適合  
4か月分を下限、24か月分を上限として、勤続 1
年につき 2 か月分の給与に相当する補償金の支
払い 

 
同じ集団解雇であっても従業員の雇用日によって雇用主にとっての結果が異なってくる場合があ

ることに注意してください。 
 
 
8. 職場の安全  
 
憲法および民法典により、雇用主は従業員の身体的完全性と道徳的人格を保護する一般的義務を

課されています。 
 
包括的な職場安全法（政令第 81/2008 号）は職場での安全衛生に関するあらゆる法規定をまとめ
たもので、全部門に対して法的強制力があります。 
同法では安全に関する規則が詳細に説明されており、委譲されうる権限、責任、職務も定めら

れています。 
従業員は安全衛生に関する問題を扱う代表者を選任する権利や、会社がさらされている特定の危

険について研修を受ける権利を与えられています。 
 
 
9. 労働審判手続き  
 
通常の手続き 
労働審判手続きにはイタリア民事訴訟法（第 409 条）の特別条項が適用され、個別の紛争の特別
かつ迅速な解決が規定されています。 
個別の労働争議の特別手続きには次のような特徴があります。 
-‐ 通常の民事訴訟手続きと比べて迅速な手続き。 
-‐ 審理段階の前に裁判官による強制的調停が図られる。 
-‐ 労働裁判所に幅広い権限を付与。たとえば、新たな証拠を自発的に提出する権限や、手続き中

にすでに確定されている額の制裁、補償、賠償の支払いを一方の当事者に命じる権限など。 
-‐ 当事者の 初の訴答書面の変更を禁止。 
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第一審の判決への異議申し立ては控訴院、さらなる上訴は 高裁判所に対して行うことができま

す。 
 
「フォルネロ」特別手続き 
フォルネロ改革（法律第 92/2012 号）により、従業員 15 人以上の会社における不当解雇に関す
る紛争のみを対象として手続きのさらなる迅速化が導入されました。 
そうしたケースでは、訴状提出から 40 日以内に裁判官が 初の審理を予定しなければならないこ

ととなっています。 
裁判官は、この 初の審理から 10 日以内に訴えを棄却するか支持するかの判決を示さなければな
りません。この判決は即時に執行されます。 
当事者はこの判決に対して控訴院に控訴することができ、控訴院の判決に対しては 高裁判所に

上告することができます。 
この「フォルネロ」手続きは、新「労働市場改革法制度」に基づいて雇用された従業員には適用

されません。 
 
 
10. 従業員代表組織と従業員参加  
 
概要 
従業員代表組織に関するイタリアの規制制度の根拠には、法律面と契約面という 2 つの要素があ
ります。 
 
法律面での根拠に関しては、職場で労働組合を設立し、労働組合に加入し、組合活動を実施する

権利が全従業員に与えられており、差別禁止規定のネットワーク（法律第 300/70 号「労働者法」
第 14-17条）により保護されています。 
1993年、“Rappresentanze Sindacali Unitarie”（以下、RSU）が全国的な合意により設立され、2014
年に改革が行われました。RSU は労働者間の総選挙によって形成されています。各組合が選挙
で競い、得票数の割合に応じた人数の代表者を出します。 
RSU選挙に参加する代わりに、組合が独自に Rappresentanza Sindacale Unitaria（RSA）を設立す
ることもあります。 
 
権利と義務 
工場協議会である RSA と RSU のいずれも、団体交渉、そして法律や団体協約が正しく適用され
ていることの確認に関わることができます。 
RSA と RSU は団体交渉と法律で定められている情報権と協議権を行使します。時間外労働の水
準、雇用方針、採用方針、会社再編などの問題に関する協議を受けます。 
 
 
11. 社会保障・扶助制度  
 
社会保障制度により、退職年金、遺族年金、障害年金ならびに医療給付、失業給付、家族手

当が提供されています。 
通常、給付額は未払い社会保障負担および勤続年数に基づきます。 
 
管理職、プロジェクトワーカー、自営業者も含め、全従業員がイタリアの社会保障制度に加入す

る義務があります。 
-‐ 社会保障負担はイタリアの社会保障機構（“INPS”と呼ばれています）に納付されます。従業
員は社会保障給付金を増額させるために年金基金（NCA が提供）に加入してこともできます。 

-‐ 全国的な労働災害保険機構（“INAIL”と呼ばれています）がほぼすべての従業員を対象として
職場での事故や職業病を扱っています。	  
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イタリアの税制  

イタリアの税制は主に次のような税が中心になっています。  
- 法人所得税（IRES） 
- 州生産活動税（IRAP） 
- 付加価値税（IVA） 
- 地方税：総合不動産税（IMUなど） 
- 個人所得税（IRPEF） 
- 相続税と贈与税 
- 登録税および資産譲渡にかかるその他の間接税 
 
 
1. 法人所得税（IRES, Imposta sui Redditi delle Società）  
 
2004 年 1 月 1 日以降、会社や機関で生じた全所得が IRES と呼ばれる法人所得税の対象となって
います。 
IRESは会社の対象範囲内で生じたすべての所得に対して課税されます。 
課税所得（課税評価基準）に対して税率 27.5％が適用され、2 回の前納と 1 回の残額納付により
納税する必要があります。 
課税期間は通常は 12か月であり、暦年に当たります。 
 
一般に、源泉徴収税の全額が税額から控除されます。予定納税と源泉徴収税の合計額が納税額を

超えた場合、この超過分は、翌課税期間の納税額から控除されるか、還付されるか、もしくは当

該納税者の他の税や社会保障納付額との相殺に使用されます。 
 
納税義務者 
IRESの納税義務があるのは、次のような法主体です。  
- イタリア国内に居住する有限責任会社（株式資本）、協同会社、および相互保険会社 
- イタリア国内に居住する会社および信託以外の公共および民間の営利団体 
- イタリア国内に居住する会社および信託以外の公共および民間の非営利団体 
- 法人格の有無を問わず、イタリア国内に居住しない会社および団体のイタリア国内での所得お

よびイタリア国内での支店  
 
会社や団体が居住者とみなされるのは、当該課税期間の大半について次のうちいずれかの条件が

満たされている場合です。 
- 登記上の事務所がイタリア国内にある。 
- 管理事務所がイタリア国内にある。 
-‐ 活動の主たる目的がイタリア国内にある。 
 
課税評価基準  
法人税課税対象利益（PCTCT）は、イタリアの会計基準に従って作成された法定財務諸表また
は年次計算書類の中で明示されている利益の増減を適用することにより世界ベースで決定されま

す。 
 
2011 年以降、税務上の欠損金は無期限で繰り越すことができますが、相殺に使用できるのは
PCTCTの 80％のみです。 
 
海外での所得は PCTCT に算入されますが、海外で源泉徴収された税との二重課税を回避するた
め、特定の制限付きでイタリアの純税額から控除されることがあります。 
外国法人税額に対する租税負担軽減はありません。 
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具体的な悪用防止規則が規定されています。 
費用の控除 
課税所得の算定時には、損益計算書に明示されている様々な費用が利益から控除されます。こう

した費用の中には 100％控除可能なもの、一部が控除可能なもの、控除不可のものがあります。 
 
一般原則としては、会社の活動を遂行するために発生した費用はすべて、利益からの全額控除

の対象となります。 
ただし、こうした費用の一部が会社の理由にも私的な理由にも使用されている場合には控除率が

100％よりも低くなります。 
税務上で控除可能な費用は損益計算書に記載されているものに限られます。 
 
控除可能な費用と控除可能な範囲の例を以下に示します。 
- 減価償却：具体的な資産ごとに控除可能な年間の減価償却率を定めた命令（1988 年 12 月 31
日省令）に従って控除されます。 

- 労務費：会社が支払った賃金、社会保険負担、健康保険負担に関係するすべての費用が控除

対象となります。 
- その他の税：IRAP（納付額の 高 10％までが控除対象）を除き、他の税は当該納付年度に控
除対象となります。 

- 引当金：ほとんどの引当金は、税制上の観点では関連性がないため税務上では控除できません。 
- 電話代：金額の 80％が控除対象となります。 
- 自動車関係の費用：事業目的でのみ使用されている自動車については 100％控除可能ですが、
それ以外の自動車については使用者や使用条件に応じた率（70～80％が 27.5％）で控除されま
す。 

- 贈答品：単価 50ユーロ未満（VAT込み）の場合は全額が控除対象となります。 
- 交際費：次のような限度内で控除可能です。 

- 年間売上高の 1.3％（年間売上高が 1,000万ユーロ未満の場合） 
- 年間売上高の 0.5％（年間売上高が 1,000万ユーロから 5,000万ユーロの場合） 
- 年間売上高の 0.1％（年間売上高が 1,000万ユーロ以上の場合） 

- タックスヘイブンに居住する会社から購入した物品およびサービスの費用は、一定の条件
が満たされた場合に限り控除可能ですが、当該金額が納税申告書に明示されていなければなり

ません。  
 
特定外国子会社（CFC） 
ブラックリスト国に居住し、もしくはブラックリスト国で設立され、居住者（個人、会社な

ど）により直接的または間接的に支配されている事業、会社、その他の法主体の所得は、参加資

本比率に比例して当該の居住者に直接帰属されます。 
子会社が前述のいずれかの国に恒久的施設を有している場合にも、このルールが適用します。 
また、関係外国会社、すなわち資本参加比率が 20％（上場会社の場合は 10％）以上の場合にも、
このルールが適用されます。したがって、課税所得は特定のルールに従って決定されます。 
特定の条件が満たされていることを証明するために税務当局から事前に肯定的な裁定を受けてい

る場合には、CFCルールは適用されません。 
次の条件を満たしている場合には、ブラックリスト国以外で設立された子会社にも CFC ルールが
適用します。  
- 課税率がイタリアの実効税率の 50％未満であり、なおかつ 
- 受動的収入（利息、配当、ロイヤルティ、関係当事者への提供サービス）が所得の 50％以上
を占めている場合 

控除の事前ルーリングもあります。 
 
移転価格 
イタリアでは OECDガイドラインに従った移転価格ルールが適用されます。 
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特に、このルールは次の者に適用します。 
a. 取引相手であるイタリア企業を支配している外国会社 
b. 取引相手である外国会社を支配しているイタリア企業 
c. 取引に関わる両方の法主体（イタリア企業と外国会社）を支配しているイタリアまたは外国の
会社 
 
「外国会社」とは、実際には社員 1 名のみであるとしても、当該の外国で法的に認められている
あらゆる種類の企業体と定義されます。 
「イタリア会社」とは、イタリア国内で設立された株式資本を有する会社、合名会社・合資会社、

個人事業、ならびに外国会社の恒久的施設と定義されます。 
 
会社間の取引は、OECD ガイドラインで推奨されている独立当事者間の取引の原則で行われ、
この原則に従い、独立した法主体により価格が交渉されます。 
事業グループ内で使用される価格決定方針の文書化に関する法律上の義務はありませんが、グ

ループ内で採用されている移転価格方法を文書で証明できるようにしておくことが望ましいです。

税務当局により規定されている次のような手段のいずれかを使用することによっても、移転価格

の問題を回避することができます。 
- 事前確認制度（APA） 
- セーフハーバー 
- 国際標準ルーリング 
 
年次納税申告書には、次のような情報が記載されていなければなりません。 
- その会社に該当する支配の種類（上記の a、b、cを参照のこと） 
- 移転価格ルールの対象となる業務に関係した取引の金額 
- グループ内で採用された移転価格方法を証明する文書の有無 
 
上記の文書に関係して、イタリアの規則では OECD ガイドライン（2010 年 7 月 22 日に OECD
理事会により承認を受けた 新版）が明確に言及されており、その文書化要件は EU 域内の関連
企業についての移転価格文書化に関する EU 行動規範である「欧州連合移転価格文書化」すなわ
ち「EU TPD」の提言を広く踏襲しています。これには、いくつかの相違点もありますが、より総
合的な情報パッケージのためのマスターファイルとカントリーファイルの導入が含まれます（必

要文書の詳細な一覧は 後の表を参照のこと）。 
 
国際ルーリング 
国際的活動を行う事業は、3 課税期間にわたり有効な内国歳入庁との合意に達するために、主に移
転価格、利息、配当、ロイヤルティのシステムに関する適切な国際標準ルーリング手続きを実

施することができ、締結された合意の結果として「事実上」および「法律上」の状況のいかなる

変更にも影響はありません。 
 
国際的な合意 
イタリアは、複数の国で発生した所得に対する二重課税を回避するために 90 を超える国際条約
を締結しています。 
 
配当 
IRES が課される会社や団体の所得への課税が行われるのは、所得が生じたときのみです。した
がって、会社が恒久的に IRES を納付し、株主は受領した利益に対する税額控除を受ける資格はあ
りません。 
 
イタリアの法主体が受領した配当には、次のように課税されます。 
- 居住会社から受領した配当は、金額の 5％に課税  
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- 優遇税制のある国に所在する会社から受領した配当は、全額に課税  
 
イタリアとの適切な情報交換が可能な欧州連合（EU）加盟国および欧州経済領域（EEA）加盟国
に本社がある会社に対して支払われた配当は、通常、税率 1.375％で源泉課税されます。 
 
資本参加免税 
会社保有資産の譲渡に伴うキャピタルゲインは、一定の条件下では、95％免税されます。 
資本損失は控除できません。 
 
免税の法的条件は次のとおりです。  
a）	 譲渡日の 12 か月前の月の 1 日から連続的に保有していること。直近に取得された保有資産
から先に移転されるとみなされます（LIFOベース）。 
b）	 所有期間中に作成された 初の貸借対照表から当該の保有資産が固定資産投資として分類さ

れていること。 
c）	 子会社の税務上の居住地が優遇税制のある国や地域でないこと。 
d）	 子会社が実際の商業活動をしていること。 
上記の c)と d）に定める条件は、少なくとも譲渡が行われた課税年度の 3年前の課税年度の期初か
ら連続的に満たされている必要があります。 
 
未払利息の控除可能性 
未払利息および類似費用は、資本化費用を除き、未収利息および類似収入の限度まで各課税期間

で控除可能です。 
超過分の未払利息は EBITDAに金融リースの費用を加えた額の 30％まで控除可能です。 
それ以上の超過分は、当該課税期間中には控除できませんが、それ以降の課税期間に繰り越して

終的に控除することができます。その場合、各会計年度の ROLの 30％が未払利息と類似費用の
合計額と未収利息と類似収益の合計額との差を上回っていることが条件となります。 
一方、上記の ROL の超過分は、それ以降の期間に繰り越して未払利息の超過分と相殺することが
できます。 
 
上述のシステムを適用するためには、次のものからの未払利息と未収利息、類似費用と類似

収入が考慮に入れられます：抵当契約、金融リース契約、債券発行、財務上の理由によるその他

の類似の契約。 
 
ただし、債務からの黙示的な金利は除外されますが、同様の性質の支払いからの未収利息は含め

ることができます。 
 
税の透明性の選択 
税の透明性とは、会社の透明性が会社そのものに関して課税されるのではなく、実際の分配にか

かわらず利益に対する持分に比例して各株主に帰されるシステムです。 
このシステムは任意であり、全株主によって行使されなければなりません。 
この選択権を行使するための要件は次のとおりです。 
- 株主のすべてがイタリア国内に居住する株式資本を有する有限会社、協同会社、または相互保

険会社であること。 
- 各株主の株主総会における議決権および利益分配の保有比率が 10％以上 50％以下であること。 
 
上記の条件は、この選択権が行使される子会社の課税期間の初日から満たされており、なおかつ

選択権行使期間の終了まで有効でなければなりません。 
選択権行使期間は 3年間です。 
一定の条件下では、単一もしくは複数の株主が非居住者であってもこのシステムの適用が可能で

す。 
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選択権が有効な期間に含まれている期間中に取得された利益で構成される配当の分配が行われる

場合には、配当には課税されません。 
このシステムは、次のような条件付きで S.r.l.や協同組合にも適用可能です。 
- すべての株主が自然人のみであり、S.r.l.については 大 10人、協同組合については 大 20人
であること。 

- 子会社の所得が 7,500,000ユーロ以下であること。 
- その会社が資本参加免税の要件内の資本参加を持たないこと。  
 
国内と海外の税の連結  
同一グループに所属する複数の会社は、それぞれの会社の所得の連結を選択することができます。 
 
- 国内の税の連結 
国内の税の連結は 3年間を期間とする任意のシステムで、会社グループはこれを使用することが
できます。この選択権を行使するためには、支配会社の直接的または間接的な資本参加の比率が

当該年の子会社の資本金および利益の 50％以上でなければならないことが法律により規定されて
います。 
 
このシステムでは、それぞれの会社の資本参加率にかかわらず完全に代数的に個々の会社ごとに

分けて算定した課税所得が統合されます。 
この目的上、持株会社は次のことを行わなければなりません。 
- システムに参加する個々の会社が申告した純利益を連結修正を加えることなく代数的に合計し

た値に基づいて世界合計所得を算出した所得申告書を提出する。 
- グループとしての課税額（IRES）を納付する。 
 
連結貸借対照表に参加する会社によって形成された超過分の未払利息と控除不能な類似費用は、

他の参加会社が同じ課税期間に多額の総収入の申告書を提出しており、その全部が控除に使用さ

れているのでない場合、その限度内で、グループの総所得金額から控除することができます。こ

うしたルールは繰り越された超過分に適用されます。ただし、国内の連結貸借対照表の記帳前に

形成されていた超過分は除外され、これについてはこのシステムについて選択された会社ごとの

目的に使用されなければなりません。 
この選択権は内国歳入庁にしかるべき通知を送付することによって行使されます。 
グループに属して IRES 軽減税率を利用している会社は、この選択権を行使することはできません。 
 
さらに、次のような条件も満たされていなければなりません。 
- 「会計単位」に参加しているすべての会社がイタリアに居住していること。 
- グループに参加するすべての会社の期末が同じであること。 
- 各子会社が支配会社と共に住所を選択すること。  
 
- 世界的な税の連結 
世界的な税の連結は 5年間を期間とする任意のシステムであり、これに基づいてイタリア国内に
居住する支配会社が支配要件の存在するすべての非居住子会社の所得を当該子会社に対する保有

資本参加率に基づいて比例的に連結することができます。 
 
次のような条件が満たされていなければなりません。 
- 支配会社がイタリアに居住していること。 
- 外国の法律で許可されていない場合を除き、グループに参加するすべての会社の期末が同じで

あること。 
- 支配会社と子会社の貸借対照表が調査されること。 
- すべての外国子会社が強制的に連結されること。 
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- 非居住子会社が貸借対照表の監査に同意し、課税評価基準の確立と内国歳入庁からの要請への

対応のために必要な協力を約束すると証明すること。 
 
この選択権の有効な行使のための要件を確認するために、内国歳入庁への適切なアピールを行う

ようにします。 
 
 
2. 源泉徴収税  
 
源泉徴収税は様々な支払いに課されますが、特に重要なものは次のとおりです。 
租税条約の方が納税者にとって有利である場合には、法律条項よりも優先されます。 
 
配当  
合名会社・合資会社または個人が事業活動に関係して受領する配当所得は、49.72％で課税されま
す。 
 
事業活動に関係なく個人が受領する配当所得への課税は次のとおりです。  
- 適格参加に関係する場合は、49.72％の一般税率（国外源泉配当には 26％1の事前源泉課税も

適用）  
- 非適格参加に関係する場合は、総額に対して 26％1の 終的な代替税が源泉課税 
 
適格参加とは、次のような資格を伴う参加です。 
- 上場会社では、通常株主総会における議決権の 2％以上、または資本的資産もしくは会社資産
の 5％以上 

- その他の会社では、通常株主総会における議決権の 20％以上、または資本的資産もしくは会
社資産の 25％以上  

 
ブラックリスト国からの国外源泉配当は、その金額に対して 100％の一般税率が課されます。
26％1の事前源泉課税も適用されます。 
非居住者（非 EU 加盟国）に支払われた配当には、26％1の 終源泉税が課されます。一定の条件

が満たされている場合には、軽減税率と還付の適用を受けられます（実効税率 15％になります）。
EU加盟国の居住者に支払われた配当には 1.375％の 終源泉税が課されます。 
EU の適格親会社への支払いは、特定の条件に従い、親子会社指令に基づいて源泉課税が免除さ
れます。 
 
利息 
銀行預金および当座預金の利息には、26％1 の代替税が 終源泉課税されます。それ以外の貸付、

預金、当座預金の利息にも 26％の事前源泉税が課されます。 
債券その他の金融資産の利息には、様々な条件に応じて 26％1の事前源泉税または 終源泉税が課

されます。 
非居住者に対して支払われた利息への課税は居住個人への課税率と同率であり、 終源泉課税さ

れます。銀行および郵便局での非居住者の預金口座の利息は免税扱いとなります。 
EU 関連国の会社への支払いは、一定の条件が満たされている場合、EC 利子・使用料指令により
課税が免除されます。  
 
租税条約 
租税条約に基づいてイタリアの納税者の配当、利子、使用料の支払いに課される源泉徴収税率を

付録の表（3.5）に示しています。 

                                                
1 2014 年 7 月 1 日からキャピタルゲインおよび累積利子に対する新たな源泉徴収税率の適用が始まることが
命令第 66/2014号に定められています。	  
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3. 生産活動に対する地域税（IRAP, Imposta Regionale sulle Attività Produttive）  
 
生産活動に対する地域税（IRAP）は、課税対象となる生産活動が実施されている州で徴収される
地方税です。 
 
納税者が複数の州に所在する施設や事業所で活動を営んでいる場合、課税所得、ひいては IRAPの
分配は、それぞれの州に所在する施設や事業所で働いている従業員にかかる人件費に比例して

行われます。 
 
IRAPの対象者 
IRAP は、当該の州内で物品またはサービスの生産で独立した運営事業に正式に従事している
者が課税対象となります。 
特に、次のような者が IRAPの課税対象となります。 
- IRES の対象となる法主体：当該州内に居住する営利会社および営利団体、ならびに法的地位
の有無にかかわらずあらゆる種類の非居住の営利会社および営利団体 

- 合名会社、合資会社、業務および職業を実行している単純なパートナーシップに相当する者、

ならびに職能団体 
- 農業収入を受領している農業生産者（個人または団体）、ただし VAT免除者を除く 
- 公共および民間の非営利団体および公的機関 
- 給与所得を得ている個人、ならびに自営所得を得ている個人 
 
IRAPは、相互投資基金、年金基金、欧州経済利益団体（EEIG）、戸別訪問販売員には適用されま
せん。 
 
イタリアの非居住者については、恒久的施設を通じた活動が 3 か月以上にわたって実施された場
合にのみ、IRAPが適用されます。 
 
課税評価基準と税率 
課税基準の決定は、納税者が営利会社であるか、農業生産者であるか、公共もしくは民間の非営

利団体であるか、公的機関であるかによって異なります。 
納税者が複数の活動に従事している場合、黒字の課税基準のみの合計に対して税率が適用されま

す。たとえば、ある納税者について、営利会社に関係した課税基準が 100,000ユーロ、農業生産者
としての課税基準がマイナス 20,000 ユーロである場合、課税基準 100,000 ユーロに対する税率が
適用されます。 
 
IRAPは、次の 2つの差額である正味生産高に適用されます。 
- 販売やサービス提供からの収入、株価の変動（プラスの場合）、その他の営業利益／収益で構

成される、正の要素 
- 物品およびサービスの購入原価、第三者の物品の使用で生じた費用、株価の変動（マイナスの

場合）、固定資産の減価償却費、雑管理費のみで構成される、負の要素 
 
人件費、臨時の自営業務提供に由来する費用、金融費用、あらゆる種類の例外的費用は、IRAP の
目的上では控除されません。 
 
従業員に関係した費用や従業員に対する同様の費用のうち IRAPの目的上で控除されるのは、正規
労働者の分のみです。従業員に関係した費用や従業員に対する同様の費用のない法主体について

は、算出税額の 10％相当の税額控除が適用されます。 
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適用される基本税率は 3.9％です。これよりも税率が高い州もあります。 
課税標準を基準にした段階的な定額控除および従業員についての控除（一定の条件による）が適

用されます。 
銀行、金融機関、保険会社など特定の法主体については課税評価基準算定の特別ルールが適用

され、異なる税率が適用される場合もあります。 
 
 
4. 付加価値税（IVA, Imposta sul Valore Aggiunto）  
 
VAT とは、その全額を負担する 終消費者に物品やサービスが到達するまで、税の還付や控除の

システムにより生産や取引の様々な段階おいて物品やサービスの価値の増大に対する税金が支払

われるという意味で、物品およびサービスの「付加価値」に課されるものです。 
 
課税評価基準と税率 
VATの対象となる取引は 3つの条件を満たしていなければなりません。 
- 客観的な条件：物品の移転またはサービスの提供が存在していること。 
- 主観的な条件：事業の運営または職業の遂行の中で当該の業務が実行されていること。 
- 区域の条件：当該業務がイタリア国内で実行されていること。 
 
VAT の目的上において、「イタリア」とはイタリア共和国の領土を意味し、ただし、イタリア領
土上であってもリビーニョ、カンピオーネ・ディターリア、ルガーノ湖は除外されています。 
 
実質的に VATが適用されるのは次のような業務です。  
- 事業の運営または職業の遂行の中で行われるイタリア国内での物品の移転 
- 事業の運営または職業の遂行の中で行われるイタリア国内でのサービスの提供 
- 事業の運営または職業の遂行の中で行われる他の EU加盟国からの物品の EU域内購入 
- 事業の運営または職業の遂行の中で行われるイタリア国内で実施されるサービスの外国の者に

よる購入 
- 行為の主体を問わず、非 EU加盟国からの物品の輸入 
 
ただし、イタリア国内で実施された上記の業務すべてに VAT が適用するわけではありません。実
際には、免税されるものもあれば、VATの対象外となるものもあります。 
前者に該当するのは、3 つの条件は満たしているものの法律の明示的な規定によって除外される業
務であり、たとえば郵便切手販売および印紙税、金融費用、医療サービス、保険業務などがこれ

に当たります。後者に該当するのは、実際にはイタリア国内で遂行されていても、法律上ではイ

タリア国内で遂行されなかったようにみなされ、VATが適用されないものです。 
 
適用する税率 
通常税率は 22％です。 
通常税率のほかに、10％と 4％という 2 種類の軽減税率と、いわゆる「非課税」業務（物品の輸
出、一部の国際的サービスや国際貿易関連サービスの提供、他の EU 加盟国への物品の移転、他
の EU 加盟国への物品の移転に関連した一部サービスの提供）に適用する「ゼロ」税率がありま
す。 
 
Legge di Stabilità 2015（法律第 190/2014号）により、2016年度から VAT税率が次のとおり引き上
げられることが規定されています。  
 

 2016年度 2017年度 2018年度 

通常税率 22％から 24％へ 24％から 25％へ 25％から 25.5％へ 
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軽減税率 10％から 12％へ 12％から 13％へ   
 
 
☑ 国家財政に同様の結果をもたらす新たな規制措置によって上記の VAT 税率引き上げの全部も
しくは一部が代替される可能性もあります。 

VATのための登録 
業務の運営または職業の遂行において VAT の目的上関係のある業務を遂行する予定である者（個
人、合資会社・合名会社、資本金ある会社、機関）は、当該業務を実施する前にイタリアの VAT
番号の登録申請をすることが義務づけられています。 
VATは物品またはサービスの受領者によるリバースチャージ制度を通じて適用されます。 
 
イタリア国内に恒久的施設を持つ外国事業者は、イタリアの事業者と同様にイタリアの VAT 番号
を申請し、法律で要求されているすべての規定に従うことになります。 
イタリア国内に恒久的施設を持たない外国事業者の場合は、次のいずれかを行うこともできます。 
- イタリアにおける VAT 税務代理人、すなわち VAT に関する規制で定められている義務の履
行と権利の行使を担当するイタリア居住の個人もしくは事業体を任命する。 

- いずれかの EU 加盟国、またはイタリアが間接税に関する相互支援協定を締結しているいずれ
かの非 EU 加盟国の居住者である場合、自らが VAT のための登録を直接行い、VAT に関す
る規制で定められている義務の履行と権利の行使を直接行う。 

 
税務代理人の任命または直接登録は、特別な手続きに従い、イタリアにおける VAT に関係する業
務を 初に行う前に他の契約当事者に通知しておくべきです。 
 
物品もしくはサービスが海外から直接供給される場合、受領者（購入者）が VAT の目的上におい
てイタリアでの課税事業者であれば、当該取引は受領者（購入者）によるリバースチャージ制度

を通じて課税されます（いわゆる B2B取引）。 
ただし、VAT の目的上で特定されているのが非居住者であるとしても、イタリアの事業者は上記
のリバースチャージ制度を通じてすべての義務に従わなければなりません。 
この制度は、外国事業者がイタリア国内に恒久的施設を有している場合でも、当該の非居住主体

によって物品またはサービスが提供されているときには適用します。 
 
物品またはサービスが海外から 終消費者に直接供給される場合（いわゆる B2C 取引）には、イ
タリアの VAT 番号（VAT 代理人、恒久的施設、または直接登録）を通じた VAT 登録が必要にな
ります。 
 
VATポジションは、すべての活動が終了するまで有効です。 
 
納税者の義務 
イタリアの規制では、次の各事項に関して非常に詳細なルールが定められています。  
- 請求書発行の手順とタイミング 
- 請求書の内容 
- 発行され受領された請求書の登録手順 
- 貸方票と借方票の発行手順 
- VAT納税額の算定2 
- VATの清算期間と納付期間 
- VAT申告書の作成と提出の手順 

                                                
2 事業者の VAT 会計は「第三者による記帳（いわゆる“contabilità presso terzi”）」という特別制度で処理す
ることができます（1998 年 3 月 23 日付大統領命令第 100 号の第 1 条 3 項による）。この特別制度では、
VAT納付額は前月ではなく 2か月前を基準にして計算されます（1991年 6月 10日付通達第 29号）。	  
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- 優遇税制のある国（タックスヘイブンまたはブラックリスト国）に所在する企業体との取引の

VAT文書の作成と提出の手順 
 
 
 
 
その他の VAT関連制度 
 
税関倉庫と VAT倉庫  
次のものの開設と使用の条件を定めた特別なルールがあります。 
- 製品が倉庫から取り出されるまで関税および VAT が納付されないまま保管される「税関倉
庫」 

- VATのみが納付されないまま製品が保有される「VAT倉庫」  
 
特別な VATシステム  
特定の部門（農業、出版、旅行、観光など）のあらゆる事業者に適用する特別な VAT システムも
いくつかあります。 
 
グループでの VAT清算  
国内の会社から成るグループは、会社ごとの VAT の貸方と借方を相殺してグループとしての
VAT 納付を行うことができます。一定の状況下では、EU 域内の持株会社もイタリア国内の子会
社に関して上記の手続きを使用する資格があります。 
 
 
5. 固定資産税（IMU, Imposta Municipale Unica）およびその他の地方税   
 
IMU は、イタリア国内に所在しており、会社活動の遂行に使用される不動産など何らかの目的に
使用される建物、建設可能地、農地の占有に対して課される市税です。 
当該不動産の所有者、または用益権、使用権、居住権、永借権、または課税区域の物権の保有者

は、この市税の納付を義務づけられています。 
金融リースの場合、当該不動産の借主に課税されます。 
 
課税評価基準は、次のとおりです。 
- 建物の場合は、土地台帳上の賃料の 5％増の値に土地台帳上の分類に基づいたそれぞれの乗数
（55～160）を掛けた額。  

- 建設可能地の場合は、課税年度の 1月 1日現在での当該土地の商業的価値。 
- 農地の場合は、土地台帳上の収入に 25％の再評価を加えた値に、農場主や専門の農企業が耕
作、所有、経営している農地については 75、それ以外の農地については 135を掛けた金額。 

 
たいていの場合、税額は課税評価基準に基本税率 0.76％を適用して算定されます。 
それぞれの市が自己の法定権限に基づいて課税率を 大 0.3％の範囲で増減させることができる
ため、課税率は 0.46％から 1.06％の範囲で決定されます。 
 
 
6. 登録税  
 
登録が必須の文書および任意に登録される文書について、納税が義務づけられています。 
不動産もしくは資産に関してイタリア国内で作成された文書、企業取引書、イタリア国内に所

在する無形資産もしくは会社に対する対物権の構成または移転ならびにそうした資産のリー

スまたは賃貸のために海外で規定された文書は、登録が義務づけられています。 
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文書を登録しなければならない時期は、その文書が「所定の期間内」に登録することになってい

るか「使用する場合」にのみ登録することになっているかによって異なります。 
 
それ以外の文書は、本人が希望すれば任意で提出して登録することができます。 
 
税額は、管轄税務署が、登録された文書に記載されている価値または同文書に記載されているサ

ービスにより決定される税率を適用して算定します。適用されるす税率はすべて、大統領命令第

131/86号に添付されている税率表に記載されています。 
適用される税率は当該文書の種類に応じて 0.5％から 1.2％の間で、 低課税額は 200 ユーロです。 
 
VAT（区域の前提がないことによる非課税条項および免除条項を含みます）の対象となる資産売
却またはサービス提供に関係した文書については、常に定額で課税されます。 
有用資産のリースは例外であり、その場合、VATの対象ですが登録税は定率（1％）で課税されま
す。 
 
登録税は、登録時に内国歳入庁に納付しなければなりません。文書を作成、受理、もしくは認

証した公務員、登録の当事者（契約当事者もしくは譲受人）、不動産業者のいずれも納税義務が

あります。 
 
また、船の譲渡についても、船の種類や大きさに応じた定額で課税されます。 
 
 
7. 個人所得税（IRPEF, Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche）  
 
この税金は個人が対象であり、累進課税制です。 
法律により規定されているいずれかの分類に該当する所得（現金または現物）の所持に対して課

税され、課税期間は暦年です。 
 
納税義務者  
納税義務者となるのは、次のとおりです。  
- イタリア国内に居住する自然人は、所有する全所得が対象 
- イタリア国内に居住していない自然人は、イタリア国内で発生した所得のみが対象  
イタリア居住者には、課税期間の大半について次のうちいずれかの条件を満たしている自然人も

含まれます。 
- イタリア国内の居住者登録簿に登録されている。 
- イタリア国内に住所がある（住所とは、事業および利益（人格的利益と会社利益を含む）の主

たる事業所と理解されます）。 
- 実際にイタリア国内に住居がある（正規の住居）。 
 
課税評価基準  
個人所得税は、総所得金額、すなわち各カテゴリーでの所得の合計から職業または営利事業の実

施で生じた損失を差し引いた額に対して課税されます。 
関連するカテゴリーは、次のとおりです。  
- イタリア国内に所在する土地建物に関係した土地収入  
- 資本的収入 
- 雇用収入  
- 自営収入  
- 会社収入  
- 事業や職業の実施から得た以外の雑収入 
 
総所得金額を算定した後、法律で規定されている控除が適用されます。 
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算出税額は、正味所得金額に累進税率を適用して算定されます。 
 
現在有効な税率は、次のとおりです（2015年現在）。 
所得  税率  

15,000ユーロ以下 23％ 

15,001ユーロから 28,000ユーロまで 27％ 

28,001ユーロから 55,000ユーロまで 38％ 

55,001ユーロから 75,000ユーロまで 41％ 

75,000ユーロ超 43％ 
 
 
税額算定の目的上、課税控除により課税所得が減額されます。 
通常の控除は発生した費用の 19％相当であり、これにより当該の算出税額が減額されます。 
 
2016年度までは、300,000ユーロを超える所得に対しては税率が 3％加算されます。 
 
州と市の IRPEF付加税 
算定された税額に加え、納税者が居住する地方自治体（州と市）に対して 2 種類の税金を納付し
なければなりません。 
- 州の付加税は、1.23％から 3.33％の間です（州政府が 1年ごとに決定します）。 
- 市の付加税は、国が 1 年ごとに決定して全国的に適用される第 1 の税率と、個々の市により
決定される年率 0.8％以下（状況によっては、これに 大 0.3％が上乗せされる場合もありま
す）の第 2の税率で構成されます。 

 
イタリアの特別優遇措置の恩恵を受けられる国外在住者   
 

2015 年 10 月 7 日に施行された政令第 147/2015 号には、イタリアに帰国する高度な技能を持つ
労働者（上級管理職や EU市民が含まれます）を対象とした条項が含まれています。 

次のような条件が満たされている場合、居住地をイタリアに移した労働者の雇用所得の 30％が
非課税（IRPEF）となります。 

a) 当該の労働者が移動前の 5 年間にわたって税務上の住所をイタリアではなく海外に置い
ており、今後 2年間以上はイタリア国内に居住すると約束すること。 

b) イタリアに帰国後、イタリア居住会社と雇用契約が締結されること。 

c) 雇用活動が主としてイタリア国内で遂行されること。 

d) 当該の労働者が大学の学位を有しており、イタリア国内での仕事が高い資格と専門性を
要するものであること。 

この優遇措置は、住居の移転が行われた会計年度およびその後の 4 年間にわたって適用されま
す。2015 年 10 月 7 日から 90 日後に財務省が発行する省令の中に、この新制度の実施規則が含
められる予定です。 

 

非居住者の所得に対する課税 
IRPEFは居住個人にも非居住個人にも課税されます。 
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居住個人に対しては全世界所得に課税されるのに対し、非居住個人に対しては領域主義に基づい

てイタリア国内で発生した所得のみに課税されます。 
イタリア国内で発生したとみなされる所得は、次のとおりです。 
- 土地建物からの収入  
- 国、居住者（法主体または個人）、またはイタリア国内にある外国事業体の恒久的施設によっ

て支払われた資本からの収入、ただし銀行／郵便局の預金や当座預金から生じた利息その他の

収入は除きます 
- イタリア国内で発生した雇用収入 
- イタリア国内で行われた活動に由来する独自の仕事からの収入 
- 恒久的施設を通じてイタリア国内で行われた活動に由来する事業収入 
- イタリア国内で行われた活動もしくはイタリア国内に所在する資産に由来するその他の収入、

および居住事業体への参加資本（例外：上場会社に対するわずかな参加資本など）の売却に由

来するキャピタルゲイン 
- 透明性のあるイタリアの事業体（合名会社・合資会社など）への参加資本からの収入 
 
上記の収入を合計した額に対して税額が決定されます（控除や税額軽減が適用される場合もあり

ます）。 
非居住会社およびその他の事業体（信託を含みます）は、法人格の有無を問わず、法人税（IRES, 
Imposta sul Reddito delle Società）の課税対象となります。 
課税対象となるのはイタリア国内で発生した所得ですが、非課税所得および 終源泉税もしくは

代替税の対象となる所得は除外されます。 
法人税（IRES）の目的上では、上記の収入はイタリア国内で発生したとみなされます。非居住会
社およびその他の事業体の場合、事業収入には、イタリア国内で行われる営利活動で使用される

資産に関係したキャピタルゲインおよび資本損失（恒久的施設を通じて実現されたものでない場

合も含まれます）、居住事業体に由来する配当、イタリア国内で行われた活動もしくはイタリア

国内に所在する資産に由来するその他の収入、居住事業体への参加資本の売却に由来するキャピ

タルゲインが含まれます。 
租税条約の方が納税者にとって有利である場合には、法律条項よりも優先されます。 
 
 
8. 納税義務   
 
年間を通じて、納税者は、納税者のカテゴリーや適用する税の種類に応じてそれぞれ種類や期日

の異なる一連の義務に従わなければなりません。納税申告書や財務情報のほとんどが電子ファイ

ルでのみ送付可能であることにご注意ください。 
 
直接課税に関係した遵守事項 
IRPEF と IRES のいずれでも、納税者は当該課税年度の税金ならびに申告書作成時の当年度の予
定納税を自己申告し、その全額を納付するために、年次申告書を作成する必要があります。 
納税申告書は、税務当局が承認したその年の標準様式を使用して作成しなければなりません。 
納税申告書の提出期限は、個人および合名会社・合資会社の場合は翌課税年度の 9 月末日まで、
有限責任会社の場合は当該課税期間の末日（通常は貸借対照表日と同じ）から 9か月以内です。 
 
納税は課税年度中に 2 回の分割払いが行われ、残額は翌年度についての 1 回目の分割払いと同
時（当該課税期間の終了から 6か月目の 16日、ただし 0.4％の利息を支払えば 7か月目の 16日ま
で延期が可能）に納付されます。 
 
IRAP  
IRAPの目的での年次申告書は、所得申告と同じ期日までに作成し、提出しなければなりません。 
 
VAT 
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暦年ごとの付加価値税年次申告書も、翌課税年度の 9 月末日までに提出しなければなりません。
この年次申告書には、収入業務と支出業務の合計、納税額、控除額、納付済みの額、清算として

の納税額もしくは控除としての差額を記載します。 
納税者は、各年の VAT簡易申告書（“Comunicazione annuale dati IVA”）も送付しなければなりませ
ん。 
2016 暦年からは VAT 簡易申告書の送付は不要になりますが、VAT 年次申告書を翌年 2 月末日ま
でに提出しなければならなくなります。 
 
一般に、清算は 1か月ごと、四半期ごと、もしくは 1年ごとに行われます。 
1 か月ごとに納付しなければならない納税者は清算の対象となる月の翌月 16 日までに、四半期ご
との清算の場合は当該四半期末から 2か月目の 16日までに納付します。 
年度の 終四半期についての納付期限は 3月 16日です。 
貸方分は翌月もしくは翌四半期の清算時に差し引かれます。 
12月 27日までに、その年度の 終清算としての分割払いが納税者に求められます。 
 
相殺 
同種の税に関係する貸方と借方を相殺すること（従来型の相殺）も、異なる種類の税や社会

保障負担の貸方と借方を相殺すること（水平的な相殺）も可能です。 
 
IMU 
現在、IMU（自治体の固定資産税）の申告書は、課税ステータスの変更がある場合に、それまで
の課税事業者と新たな課税事業者の双方による作成と提出が必要です。 
この提出は、変更後の 6 月 30 日までに行わなければなりません。開示された情報や要素の中に納
税額の修正を伴うような変更がなければ、この申告書は翌年以降も有効です。 
IMUの納税は、2回に分割して行われます（6月 16日と 12月 16日）。 
 
 
9. ルーリング  
 
イタリアへの投資を予定する会社向けに新たなルーリング形式が設けられます。 
2015 年 10 月 7 日（政令第 147/2015 号）に発効するこの新制度は、会社の投資計画から生じる確
実かつ安定的な租税措置の枠組みの提供を目的としています。 
居住者であるか非居住者であるかを問わず、投資家はイタリアの歳入局に事業計画、投資額の詳

細、時期と実施方法、予想される新規雇用数、当該の投資がイタリア税制にもたらす影響などを

提出して申請を行います。 
この手続きは 3,000万ユーロ以上の投資が対象となります。 
この新ルーリング手続きは、通達書の公布日から有効となります。 
 
付録 : 
 
国際租税条約  – 源泉徴収税  
租税条約に基づいてイタリアの納税者の配当、利息、使用料の支払いに適用される源泉徴収税 
 
国  配当  利息  使用料  

個人、会社  適格会社  

アルバニア 10 10 0/5 5 

アルジェリア 15 15 0/15 5/15 

アルゼンチン 15 15 0/20 10/18 
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アルメニア 10 5 0/10 7 

オーストラリア 15 15 10 10 

オーストリア 15 15 0/10 0/10 

アゼルバイジャン 10 10 0/10 5/10 

バングラデシュ 15 10 0/10/15 10 

ベラルーシ 15 5 0/8 6 

ベルギー 15 15 5 5 

ボスニア・ヘルツェゴビナ 10 10 10 10 

ブラジル 15 15 15 15/25 

ブルガリア 10 10 0 5 

カナダ 15 5 0/10 5/10 

中国 10 10 0/10 10 

コンゴ 15 8 - 0/10 

クロアチア 15 15 0/10 5 

キプロス 15 15 10 0 

チェコ共和国 15 15 0 0/5 

デンマーク 15 0 0/10 0/5 

エクアドル 15 15 0/10 5 

エジプト – – 0/25 15 

エストニア 15 5 0/10 5/10 

エチオピア 10 10 0/10 0/20 

フィンランド 15 10 0/15 –/1 

フランス 15 5 0/10 0/5 

ジョージア 10 5 0 0 

ドイツ 15 10 0/10 0/5 

ガーナ 15 5 10 10 

ギリシャ 15 15 0/10 0/5 

ハンガリー 10 10 0 0 

アイスランド 15 5 0 5 

インド 25 15 0/15 20 

インドネシア 15 10 0/10 10/15 

アイルランド 15 15 10 0 

イスラエル 15 10 10 0/10 
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コートジボワール 15 15 0/15 10 

日本 15 10 10 10 

ヨルダン 10 10 0/10 0/10 

カザフスタン 15 5 0/10 10 

キルギスタン 15 15 0 0 

韓国 15 10 0/10 10 

クウェート 0/5 0/5 0 10 

ラトビア 15 5 10 5/10 

レバノン 15 5 - - 

リトアニア 15 5 0/10 5/10 

ルクセンブルク 15 15 0/10 10 

マケドニア旧ユーゴスラビ

ア共和国 
15 5 0/10 0 

マレーシア 10 10 0/15 15 

マルタ 15 15 0/10 0/10 

モーリシャス 15 5 0 15 

メキシコ 15 15 0/15 0/15 

モルドバ 15 5 5 5 

モンテネグロ 10 10 10 10 

モロッコ 15 5 0/10 5/10 

モザンビーク 15 15 0/10 10 

オランダ 15 5/10 0/10 5 

ニュージーランド 15 15 0/10 10 

ノルウェー 15 15 0/15 5 

オマーン 10 5 0/5 10 

パキスタン 25 15 30 30 

フィリピン 15 15 0/10/15 25 

ポーランド 10 10 0/10 10 

ポルトガル 15 15 0/15 12 

カタール 15 5 0/5 5 

ルーマニア 10 10 0/10 10 

ロシア 10 5 10 0 

サンマリノ 15 5 0/13 0/10 
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サウジアラビア 10 5 0/5 10 

セネガル 15 15 0/15 15 

セルビア 10 10 10 10 

シンガポール 10 10 12.5 15/20 

スロバキア共和国 15 15 0 0/5 

スロベニア 15 5 0/10 5 

南アフリカ 15 5 0/10 6 

スペイン 15 15 0/12 4/8 

スリランカ 15 15 0/10 10/15 

スウェーデン 15 10 0/15 5 

スイス 15 15 12.5 5 

シリア 10 5 0/10 18 

タンザニア 10 10 15 15 

タイ 20 15 0/10 5/15 

トリニダード・トバゴ 20 10 10 0/5 

チュニジア 15 15 0/12 5/12/16 

トルコ 15 15 15 10 

トルクメニスタン 15 15 0 0 

ウガンダ 15 15 0/15 0/10 

ウクライナ 15 5 0/10 7 

アラブ首長国連邦 15 5 0 10 

英国 15 5 0/10 8 

アメリカ合衆国 15 5 0/10 0/5/8 

ウズベキスタン 10 10 0/5 5 

ベネズエラ 10 10 0/10 7/10 

ベトナム 15 5/10 0/10 7.5/10 

ザンビア 15 5 0/10 10 
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イタリアにおける金融面と税制面の優遇措置  

近年、イタリア政府は税法を改正し、外国企業に関連したいくつかの修正を加えました。特に注

目されるのが、研究開発に関する新たな税額控除とパテントボックス制度の新規導入です。 
また、製造業および研究開発への投資に対する新たな奨励策も導入しました。特に注目されるの

が「開発契約」です。 
 
 
1. 製造業および研究開発への投資奨励策  
 
会社の活動、規模、所在地に基づいた奨励策で、助成金やソフトローンがあります。 
いずれの奨励策も EU のルールに則っており、事業者は奨励策の申請をする前に自己の責任にお
いて EUの承認を取得しておくか、その後の調査を受けなければなりません。 
 
開発契約（Contratto di Sviluppo）  
 
開発契約は、経済開発省、イタリアの企業誘致担当機関である Invitalia、そして下記の部門への投
資を実施する 1 社（「リード」）もしくはそれ以上（「その他」）の会社の間で締結される契約
です。 
- 製造業  
- 食品加工および農産物の商品化  
- 観光業  
- 環境保護、エネルギー効率化、コージェネレーションのプロジェクト 
 
次のようなプロジェクトを実施する会社に対する奨励策があります。 
- 新たな製造工場を設立（グリーンフィールド） 
- 既存の施設を拡張（拡張） 
- 新製品の開発により既存の生産を多様化（コロケーション） 
- 既存の生産単位の製造工程を変更（近代化） 
 
投資プログラムの総額が下記の金額以上であることが条件です。 
- 2,000万ユーロ   
- 食品加工は 750万ユーロ 
 
さらに、主要な開発プロジェクトに関係した研究開発費用の調達のための補助金も申請できます。 
 
奨励金は、会社の規模とプロジェクトの厳密な所在地によって異なります。 
- 南部州（カンパニア州、プーリア州、バジリカータ州、カラブリア州、シチリア州）では、

「大企業」（下記の定義を参照）の場合、投資総額の 25％が上限。 
「小企業」の場合は 45％、「中企業」の場合は 35％がそれぞれ上限になります。 

- 北部州の特定の区域で実施されるプロジェクトは、 大 10％を得ることができます。 
 
非常に有利な条件での資本補助もしくは融資、またはその両方の組み合わせの形でも、援助が提

供されます。 
 
助成金を受ける会社は、対象となる費用の 25％以上の拠出をしなければなりません。 
 
注意：EUにおける中小企業（SME）の定義 
会社が SMEであるかどうかを判断するための主な要素： 
- 従業員数と、年間売上高もしくは総資産額のいずれか 
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会社の分類  従業員数  年間売上高  または 総資産額  

中企業 250人未満 5,000万ユーロ以下 4,300万ユーロ以下 

小企業 50人未満 1,000万ユーロ以下 1,000万ユーロ以下 

零細企業 10人未満 200万ユーロ以下 200万ユーロ以下 

 
上記の上限は独立した会社のみに適用します。グループ傘下の会社の場合は、グループの従業員

数／年間売上高／総資産額のデータも提示する必要があります。 
 
 
2. 研究開発税額控除、Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo 
 
2014 年 12 月、イタリア議会は 2015 年予算法（Legge di Stabilità 2015）（2015 年 1 月 1 日施行）
および新たな研究開発税額控除の導入を承認しました。 
- 実施規程を定める省令の公布がまだであるため、運用ガイドラインができるまで待つ必要があ

ります。 
 
こうした新規定に従い、対象となる研究開発活動を実施する居住会社は 2015～2019 課税年度に適
格支出を基に算定される税額控除を受けることができます。 
 
対象となる研究開発活動には、欧州連合により策定された「研究開発・イノベーションへの国家

補助の EU 枠組み」の中で示されている分類に従った基礎研究、工業研究、実験的開発が含ま
れます。 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52006XC1230％2801％29 
 
税額控除は、当該年度（税額控除が請求される年度）中に発生した費用とそれ以前の 3 年間の
平均との差額として算定される研究開発活動の超過適格支出の 25％（または 50％）として求め
られます。 
 
税額控除の割合は、 
- 実験装置の減価償却、ならびに工業もしくはバイオテクノロジーの知的財産に関係した技術

専門職については、25％  
- 「高い技能を備えた」従業員、ならびに大学、公共研究機関（および同等の機関）、もしく

は政令第 179/2012号（法律第 221/2012号に移行）の第 25条により規制される「革新的新規事
業者」に外部委託された研究開発活動に関係する費用については、50％  

 
税額控除を受けるには、適格研究開発費用が年間 30,000ユーロ以上である必要があります。 
研究開発のために発生した費用は、会計記録の中で別途に記録され、公認監査人による承認を受

けていることが要求されます。 
 
研究開発税額控除は、年間 500万ユーロを超えることはありません。 
 
この税額控除は、法人所得税（IRES）または IRAPの目的上での課税標準には関係ありません。 
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3. パテントボックス  
 
2015 年予算法（“Legge di stabilità”）で、パテントボックス制度も導入されています。この新制
度は 2014 年 12 月 31 日現在における当期年度の翌課税期間から（したがって、暦年末を期末とす
る事業体の場合は 2015年課税期間から）適用されます。 
 
この制度は、次に掲げるすべての条件を満たしている全事業体が利用できます。 
- イタリア国内で事業活動を遂行し、事業所得（“reddito di impresa”）を得ていること。 
- 研究開発活動を直接にまたは大学もしくはその他の研究機関との研究契約を通じて遂行し

ていること。 
- 適格無形資産（下記の定義を参照）のライセンスを供与している、もしくはそうした資産を

製造プロセスで使用している、もしくはそうした資産のいずれかを使用してサービスを提

供している、もしくは 終的に適格資産の売却を意図していること。 
 
þ イタリア国内で恒久的施設を通じて事業活動を遂行している外国事業体も、居住国がイタリ
アと租税条約を締結しており、情報交換が機能している（“effettivo scambio di informazioni”）国
であれば、この制度の恩恵を受けることができます。 

 
適格無形資産のライセンスを供与する場合、パテントボックス制度では、下記に相当する額が法

人所得税（IRES、税率 27.5％）および地方所得税（IRAP、税率 3.9％）の両方の課税対象利益か
ら控除されることが規定されています。 
 
ライセンス供与から

生じた使用料 
X 適格資産の維持、増加、
および開発のために発生

した研究開発費用 

: 適格資産の生産のため
に発生した全費用 

X 控除される所
得の割合 

 
控除される所得の割合は 2015 課税年度が 30％、2016 課税年度が 40％（暦年末を仮定）で、2017
年は 50％になります。 
 
直接使用の場合、パテントボックス制度では、法律で規定されている手順に従い、事前確認制度

（APA）を通じてイタリアの税務当局と合意された額が法人所得税（IRES、税率 27.5％）および
地方所得税（IRAP、税率 3.9％）の両方の課税対象利益から控除されることが規定されています。 
 
適格資産が売却された場合、売却が行われた課税期間の 2 年後の課税期間の末日までに受領額の
90％以上が別の適格資産の研究開発活動に再投資されることを条件として、実現キャピタルゲイ
ンの全額が非課税となります。 
 
イタリアのパテントボックス制度は、あらゆる種類の特許、「機能的に特許に類似する」一定の

ブランド、ならびに工業、商業、もしくは科学の分野に関係したプロセス、製法、およびノウ

ハウで法的保護が可能なもの（必ずしも当該無形資産がそれ以前に登録されている必要はなく、

現行の法律の下で法的保護が潜在的に可能であれば十分）に適用します。 
また、著作権活用からの収入も含められるようです。 
2015 年財政法案の技術的規約に従い、「機能的に特許に類似する」ブランドとは、その開発また
は維持のために研究開発費用が必要になるブランドです。 
商業的な商標はパテントボックスの対象外です。 
 
新制度は任意制であり、選択後は取消不能で、5年間有効になります。 
初の 5年度が経過した後は、選択を更新することができます。 
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さらに、下記のいずれかに該当する事業体に対して適格資産のライセンス供与または売却をする

際には、DL 269/2003の第 8条に従い、イタリアの税務当局との事前確認制度手続きの同意が必要
です。 
- ライセンス供与する事業体を直接的もしくは間接的に支配している。 
- ライセンス供与する事業体により支配されている。 
- ライセンス供与する事業体を支配しているのと同じ事業体により支配されている。  
 
 
4. みなし利息控除（ACE, Aiuto alla Crescita Economica）  
 
みなし利息控除（ACE）は、会社にとっての利益であり、イタリアに居住する会社、協同組合、
企業体、ならびに非居住者の恒久的施設を対象として会社の資本再構成の促進を目的としたもの

です。 
運営の観点から見ると、ACE では、新規自己資本のみなし利子率（2015 年は 4.5％、2016 年は
4.75％に設定）に相当する額が課税所得合計から控除されます。 
 
統制市場に上場している会社については、ACE の算定ベースを 40％増にすることが法律により規
定されています。この追加促進策が有効なのは、会社が上場している 初の 3 課税年度に限られ
ます。 
 
課税所得が控除可能な ACE を下回っている納税者はこの制度による恩恵を享受できませんが、未
使用の余剰分を翌課税年度に繰り越すことができます。 
 
 
5. 省エネルギーを目的とする適格投資の税額控除  
 
 “Legge di Stabilità 2015”により、イタリア国内にある既存建物のエネルギー効率改善のために投
資する納税者に対する控除が規定されています。 
この控除は、個人もしくは法人の算出税額に適用され、2013年 6月 6日から 2015年 12月 31日ま
での期間に納税者が実際に負担した費用の 65％が控除されます。 
 
この控除が認められる条件は、当該の対策が所定の基準を満たしており、法律により責任を与え

られている公認の専門家から認証を受けていることです。 
 
この制度の適用を申請するためには、納税者は、州もしくは自治体の当局から当該建物のエネル

ギー証明書、または公認専門家の発行する「エネルギー効率証明書」を取得する必要があります。 
この文書は、改築工事の終了する 90日前までに ENEA（Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, 新技術、エネルギー、経済開発を担当する国家機関– 
www.enea.it）に送付しなければなりません。 
 
 
 




