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欧州・投資関連コスト一覧 

（CIS 諸国含む） 

 

在欧州・CIS センター・事務所 

 

 

ジェトロは 2005 年 1 月、西欧 18 都市、中・東欧 11 都市および CIS 諸国（モスクワ、

キエフ、タシケント）で、投資コスト比較調査を実施した。西欧と比較すると中・東欧の

コスト優位性は明らかだが、2004 年 5 月の EU 拡大以降、中・東欧諸国の間でも賃金水準

の格差は顕著である。また、中・東欧での法人税引き下げが目立っていたが、中・東欧に

接するオーストリア、フィンランドもそれに対応して法人税率を引き下げた。 

 

 

海外事務所を通じて現地政府機関、関連企業、進出日系企業、現地日本人商工会議所な

どから情報を収集、現地通貨建て価格を 2005 年１月 14 日時点の銀行間レートで米ドル換

算した。また、今回から、東部ドイツ（ポツダム）および新たな投資先として注目される

ウクライナのキエフについても調査対象に加えた。 

調査項目は、13「電話利用料」、16「携帯電話基本通話料」は(1)月間基本料金、(2)１

分当たり通話料に、17～18「インターネット接続料金」は(1)初期契約料、(2)月間基本料

金、(3)１時間当たり接続料金に、19～24「電気料金」「水道料金」「ガス料金」は(1)月間

基本料金、(2)従量料金に区分し、より精密な料金把握が可能となっている。 

 

＜中・東欧での賃金上昇の中、存在感を強めるウクライナ、ブルガリア＞ 

西欧のワーカークラスの月額賃金（平均値）は、高い順にジュネーブ：4,898 ドル（ス

イスの調査地は前回のチューリヒから変更）、コペンハーゲン：3,780 ドル、オスロ：3,743

ドルとなった。ルクセンブルクを除く EU の平均賃金（月額）は 2,492 ドルと全体的に 2004

年調査時点の水準（同 2,368 ドル）から上昇している（図 1参照）。なお、今回から調査対

象に加えた東部ドイツのポツダムは2,455ドルで、EUの平均賃金をやや下回る程度だった。 

一方、中・東欧では、高い順にモスクワ：1,240 ドル（調査値の下限：700 ドルと上限：

1,780 ドルの単純平均）、リュブリャナ：899 ドル、ブダペスト：776 ドルとなっており、
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西欧と比較した場合の賃金格格差は明確である（図 2参照）。 

中・東欧については、2004 年調査時点と比較すると、プラハ（476→727 ドル）、ワルシ

ャワ（401→529 ドル）ブダペスト（634→776 ドル）、ブラチスラバ（457→530 ドル）と日

系を含む外国企業の進出が相次ぐ地域での賃金水準の急速な上昇が顕著だ。ただし、中・

東欧については、対ドルでの現地通貨高傾向も顕著であり、その影響にも留意する必要が

ある。 

また、今回から調査対象に加えたウクライナのキエフは 225 ドルで、プラハ、ワルシャ

ワなどと比較してコスト優位であることを示した。2007 年の EU 加盟を控えるブルガリア

のソフィア（141→155 ドル）については水準も安定している上、コスト競争力が高いとさ

れるタイ（バンコク）の水準を下回っている。 

 

＜中・東欧の法人税引き下げ競争、西欧の税制にも波及＞ 

中・東欧諸国では、外国投資を誘致するため、法人税率の引き下げなど投資環境整備に

おける競争も激化している。2007 年の EU 加盟が予定されているブルガリアでは、2004 年

時点では 19.5％だった法人税率を 2005 年 1 月より 15.0％に引き下げた。これは中・東欧

の法人税率としては最も低い水準だ。ルーマニアも 2004 年時点で 25.0％だった収益（法

人所得）税率を 2005 年 1 月以降、16.0％に改正した。チェコは段階的な法人税率の引き下

げを進めており、2004年に28.0％だった税率を2005年1月より26.0％、2006年には24.0％

に引き下げる方針だ。また、中央アジアのウズベキスタンでも 2005 年 1 月、企業利潤（法

人所得）税が 18.0％から 15.0％に引き下げられた。 

こうした中・東欧諸国の法人税率引き下げは西欧諸国の税制にも影響しており、フィン

ランドは 2004 年時点で 29.0％だった法人税率を 2005 年 1 月以降、26.0％に引き下げた。

オーストリアも国際競争力強化を意識して 34.0％だった法人税率を 2005 年 1 月より

25.0％まで低減した。なお、オーストリアはこれに併せて海外子会社を含めたグループ連

結納税制度を導入している。 

 

（藤田ゆり、前田篤穂） 
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図１．西欧の賃金水準比較図１．西欧の賃金水準比較

（出所：日本貿易振興機構・ジェトロ、2005年調査）

（単位：ドル）

各国・地域のワーカー月額各国・地域のワーカー月額
（標準平均値）（標準平均値）

ＥＵ：ルクセンブルクを除くＥＵ：ルクセンブルクを除く
加盟（加盟（1414ヵ国）単純平均ヵ国）単純平均

※横浜（日本）：参考値
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図１．西欧の賃金水準比較図１．西欧の賃金水準比較

（出所：日本貿易振興機構・ジェトロ、2005年調査）

（単位：ドル）

各国・地域のワーカー月額各国・地域のワーカー月額
（標準平均値）（標準平均値）

ＥＵ：ルクセンブルクを除くＥＵ：ルクセンブルクを除く
加盟（加盟（1414ヵ国）単純平均ヵ国）単純平均

※横浜（日本）：参考値
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図２．中・東欧の賃金水準比較図２．中・東欧の賃金水準比較

（出所：日本貿易振興機構・ジェトロ、2005年調査）

（単位：ドル）

各国・地域のワーカー月額各国・地域のワーカー月額
（標準平均値）（標準平均値）

（ＣＩＳ諸国含む）（ＣＩＳ諸国含む）

※バンコク（タイ）：参考値

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

モ
ス
ク

ワ

リ

ュ
ブ
リ

ャ
ナ

ブ
ダ

ペ
ス
ト

プ
ラ

ハ

ザ
グ

レ
ブ

ブ
ラ

チ
ス
ラ
バ

ワ
ル
シ

ャ
ワ

リ
ガ

タ
リ

ン

ヴ

ィ
リ

ニ

ュ
ス

ブ
カ

レ
ス
ト

キ

エ
フ

バ
ン

コ
ク

ソ
フ

ィ
ア

タ
シ
ケ

ン
ト

図２．中・東欧の賃金水準比較図２．中・東欧の賃金水準比較

（出所：日本貿易振興機構・ジェトロ、2005年調査）

（単位：ドル）

各国・地域のワーカー月額各国・地域のワーカー月額
（標準平均値）（標準平均値）

（ＣＩＳ諸国含む）（ＣＩＳ諸国含む）

※バンコク（タイ）：参考値
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国 名 掲載頁 国 名 掲載頁 

英国（ロンドン） 5 ドイツ（ポツダム） 37 

ドイツ（デュッセルドルフ） 7 ポーランド（ワルシャワ） 39 

フランス（パリ） 9 チェコ（プラハ） 41 

イタリア（ミラノ） 11 スロバキア（ブラチスラバ） 43 

スペイン（マドリード） 13 ハンガリー（ブダペスト） 45 

オランダ（アムステルダム） 15 スロベニア（リュブリャナ） 47 

ベルギー（ブリュッセル） 17 エストニア（タリン） 49 

アイルランド（ダブリン） 19 ラトビア（リガ） 51 

オーストリア（ウィーン） 21 リトアニア（ヴィリニュス） 53 

ギリシャ（アテネ） 23 クロアチア（ザグレブ） 55 

ポルトガル（リスボン） 25 ルーマニア（ブカレスト） 57 

フィンランド（ヘルシンキ） 27 ブルガリア（ソフィア） 59 

デンマーク（コペンハーゲン） 29 ロシア（モスクワ） 61 

スウェーデン（ストックホルム） 31 ウクライナ（キエフ） 63 

ノルウェー（オスロ） 33 ウズベキスタン（タシケント） 65 

スイス（ジュネーブ） 35  

 



英国（調査都市：ロンドン） 【1米ドル＝0.5317ポンド】で換算

米ドル
現地通貨
ポンド

備考

１.ワーカー（月額：一般
工職）

2,584 1,374

ボーナス、各種手当を含む年俸を１２ヵ
月で割ったもの。出所：国民統計局
(2004 Annual Survey of Hours and Earnings :
Elementary trades, plant and storage related

２.エンジニア（月額：中
堅技術者）

5,375 2,858
同上。　出所：同上(Science and
Technology professionals)

３.中間管理職（月額：
部課長クラス）

6,735 3,581
同上。　出所：同上(Managers and Senior
officials)

４.法定最低賃金
18～21歳：7.71/時間
22歳以上：9.12/時間

18～21歳：4.10/時間
22歳以上：4.85/時間

2004年10月1日から適用
出所：貿易産業省

５.賞与支給額（固定賞
与＋変動賞与）

７.名目賃金上昇率
2004年は9～11月分の前年同期比
出所：国民統計局

８.工業団地（土地）購
入価格（㎡当たり）

186 99
所在地：ミルトン・キーンズ。
税・諸経費の内訳はn.a

９．工業団地借料（月
額）（㎡当たり）

13～17 6.99～8.97
所在地：同上、うち税・諸経費・保険は
2.51～2.69ポンド、年額を月額換算。

１０.事務所賃料(月額)
（㎡当たり）

118 63
所在地：ロンドン（シティ）、うち基本賃料
は40.35ポンド。　出所：DTZ グローバル
オフィス（Occupancy Costs Survey）

１１.駐在員用住宅借上
料(月額）

2,821～4,890 1,500～2,600

ロンドン中心部,　2寝室のアパート、契約
時に1ヵ月分の敷金が必要となる場合が
多い。出所：ロンドン東京プロパティサー
ビス

１２.電話架設料 186 99
ビジネス向け料金（VAT別）
出所：BT

１３.電話利用料
月額基本料：26

1分当たり通話料：0.06
月額基本料：14

1分当たり通話料：0.03

ビジネス向け料金（VAT別）
1分当たり通話料はロンドン市内　出所：
同上

１４.国際通話料金（日
本向け３分間）

昼間：0.56
夜間：0.39
週末：0.39

昼間：0.30
夜間：0.21
週末：0.21

契約種別：BT Together Option 1(最も一
般的な契約,　VAT込み）出所：同上

１５.携帯電話加入料 なし なし
ビジネス向けは加入料無料　出所：ボー
ダフォン

１６.携帯電話基本通話
料

23 12 ビジネス向け料金　出所：同上

１７.インターネット接続
料金（電話回線）

30 16

ビジネス向け料金（VAT別）、月額、1日
当たり12時間まで通話可能、24時間ヘル
プデスクサポート等のサービス料込み
出所：BT

１８.インターネット接続
料金（ブロードバンド）

188 100
ビジネス向け料金（VAT別）、
ADSL（2Mbps）、月額　出所：同上

１９.産業用電気料金
（kWh当たり）

月額基本料：10.44
1kWh当たり料金：0.10

月額基本料：5.55
1kWh当たり料金：0.06

VAT別。月額基本料は日額を月額（1カ
月＝30日）換算。出所：ロンドンエナジー

２０.一般用電気料金
（kWｈ当たり）

月額基本料：なし
1kWh当たり料金：0.23

月額基本料：なし
1kWh当たり料金：0.12

VAT別。左記は3ヵ月の使用量が225unit
以下の場合。225unitを超えると0.0731ポ
ンド。出所：ロンドンエナジー

電
気
料
金

賃
　
　
金

地
価
・
事
務
所
賃
料
等

通
信
費

基準レート
出所：内国歳入庁

2002年：3.5％→2003年：3.3％→2004年：4.2％

一般的な支給率なし。

６. 社会保障負担率
〔特記事項〕

雇用者負担率：12.8％（全て国民保険で、収入が週
91ポンド以下は免除、92ポンドを超える部分が
12.8％）、被雇用者負担率：11.0％（収入が週９１ポ
ンド以下は免除、91ポンドを超え610ポンド以下の
部分に対して11.0％、610ポンドを超える部分に対
して1％を乗じた額を上乗せ）
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英国（調査都市：ロンドン） 【1米ドル＝0.5317ポンド】で換算

米ドル
現地通貨
ポンド

備考

２１.産業用水道料金
（㎥当たり）

月額基本料：3.07
1㎥当たり料金：1.14

月額基本料：1.63
1㎥当たり料金：0.61

年間使用量などで単価が異なる。左記は
パイプ径が20mm以下の場合の上水道の
みの料金。パイプ径が20mm以下の下水
道の月額基本料は2.92ポンド、1㎥あたり
の料金1.03ポンド。出所：サザン・ウォー
ター

２２.一般用水道料金
（㎥当たり）

月額基本料：3.07
1㎥当たり料金：1.14

月額基本料：1.63
1㎥当たり料金：0.61

左記は上水道の料金。下水道の料金
は、月額基本料0.92ポンド、1㎥当たりの
料金1.03ポンド。出所：同上

２３.産業用ガス料金
（㎥当たり）

Ｎ．Ａ． Ｎ．Ａ． 産業用は非公開。

２４.一般用ガス料金
（㎥当たり）

月額基本料：なし
1㎥当たり料金：0.05

月額基本料：なし
1㎥当たり料金：0.03

ＶＡＴ別。左記は3ヵ月の使用量が
1,465unit以下の場合。1,465unitを超える
と0.02ポンド。出所：ロンドンエナジー

２５.コンテナ輸送（40ft
コンテナ）

①対日輸出：調査地工
場→最寄り港→横浜
港

1,354 720
輸送料のみ。工場所在地：ミルトン・キー
ンズ　最寄港：サウザンプトン港
出所：英国日本通運

②第3国輸出：調査地
工場→最寄り港→
ニューヨーク

2,351 1,250 同上

③対日輸入：横浜港→
最寄り港→調査地工
場

3,291 1,750 同上

２６.乗用車購入価格
（1500ccセダン）

24,807 13,190
ヴォクソール(アストラ・エレガンスe)
1600cc、5ドアハッチバック(VAT、諸経費
込み)

２７.大型乗用車購入価
格（2500ccセダン）

75,174 39,970
ジャガー(XJ63.0litreV6) 3000cc
（VAT、諸経費込み）

２８.レギュラーガソリン
価格（１㍑）

1.59 0.85
英国平均価格。
出所：英国自動車連盟

２９. 法人所得税（実行
税率、％）

出所：内国歳入庁

３０. 個人所得税（最高
税率、%）

出所：同上

３１.付加価値税(VAT)
（標準税率、％）

国税、17.5％が標準税率。この他5％、
0％がある。

３２.日本への利子送金
課税（最高税率、％）

出所：同上（Digest of Double Taxation
Treaties)

３３.日本への配当送金
課税（最高税率、％）

英国よりタックスクレジットの供与あり。出
所：同上（Digest of Double Taxation
Treaties)

３４.日本へのロイヤル
ティー送金課税（最高
税率、％）

条約例。出所：同上（Digest of Double
Taxation Treaties)

税
　
　
制

10％

課税所得額が1万ポンド以下は0％、1万1～5万ポ
ンドは係数を400分の19とした限界軽減税率、5万1
～30万ポンドは19％、30万1～150万ポンドは係数
を400分の11とした限界軽減税率、150万1ポンド以
上は30％を適用。

課税所得額のうち、2,020ポンドまで10％、2,021～3
万1,400ポンドは22％、これを超える場合は40％課
税され、これらを積算したものが所得税となる。

17.5％

10％

15%

水
道
料
金

ガ
ス
料
金

輸
　
　
送

自
動
車
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ドイツ（調査都市：デュッセルドルフ） 【1米ドル=0.7575ユーロ】で換算

米ドル
現地通貨
ユーロ

備考

１.ワーカー（月額：一
般工職）

（1）3,280
（2）3,420

（1）2,460
（2）2,565

（1）ドイツ平均（2）ノルトライン・ヴェスト
ファーレン州　出所：（1）連邦統計局（2）ノ
ルトライン・ヴェストファーレン州

２.エンジニア（月額：
中堅技術者）

（1）4,993
（2）5,031

（1）3,782
（2）3,811

（1）ドイツ平均（2）ノルトライン・ヴェスト
ファーレン州　出所：（1）連邦統計局（2）ノ
ルトライン・ヴェストファーレン州

３.中間管理職（月額：
部課長クラス）

10,204 7,730 ドイツ平均　出所：マネージャー・マガジン

４.法定最低賃金 時間給13 時間給9.79
建設業界のみ規定あり。産業別の労働
協約によって規定される。　出所：連邦経
済省

５.賞与支給額（固定
賞与＋変動賞与）

西部ドイツ。出所：経済社会研究所（WSI）
夏季手当（月給の50～100％）支給の事
例もある。

７.名目賃金上昇率 ドイツ平均。出所：経済社会研究所（WSI）

８.工業団地（土地）購
入価格（㎡当たり）

191～528
平均 360

145～400
平均 273

出所:　デュッセルドルフ市経済振興局

９．工業団地借料（月
額）（㎡当たり）

倉庫 4～8
事業所 7.92～12

倉庫 3～6
事業所 6～9

出所：同上

１０.事務所賃料(月額)
（㎡当たり）

16～31 12～23 出所：同上

１１.駐在員用住宅借
上料(月額）

1,765 1,337
デュッセルドルフ市西部オーバーカッセ
ル地区、コンドミニアム(98㎡)　出所：現
地の不動産会社

１２.電話架設料 79 60
ISDNおよびDSL使用で分岐器自己接続
の場合も同額　出所：ドイツテレコム（T-
ネット）

１３.電話利用料

月額基本料：（1）21（2）31
1分当たり通話料：
市内0.05(共通)、

国内（1）0.16 （2） 0.12

月額基本料：（1）16（2）24
1分当たり通話料：
市内0.04(共通)、

国内（1）0.12（2）0.09

平日昼間　（1）通常回線（2）ISDN回線
出所：同上

１４.国際通話料金（日
本向け３分間）

0.10～3.13 0.07～2.37
出所：ドイツテレコム（Ｔ-コム）、格安国際
電話（01058サービスなど）

１５.携帯電話加入料 33 25 ドイツテレコム（T-モバイル）

１６.携帯電話基本通
話料

月額基本料：6.53～40
1分当たり通話料：0.20～

0.65

月額基本料：4.95～30
1分当たり通話料：0.15～

0.49

契約・時間帯により異なる。1分当たり通
話料は、国内固定回線向け。出所：同上

１７.インターネット接
続料金（電話回線）

月額基本料：6.53
1分当たり料金：0.21

月額基本料：4.95
1分当たり接続料：0.02

ほかに月額基本料0ユーロなど、5種類の
従時間制サービスあり。出所：ドイツテレ
コム（T-オンライン）

１８.インターネット接
続料金（ブロードバン
ド）

加入料：132
月額料金：40

加入料：100
月額料金：30

ほかに8種類の従量・従時間制サービス
あり。出所：同上

１９.産業用電気料金
（kWh当たり）

月額基本料：17
1kWh当たり料金：0.19

月額基本料：13
1kWh当たり料金：0.15

年額を月額換算。出所：デュッセルドルフ
市公社。VAT含まず

２０.一般用電気料金
（kWｈ当たり）

月額基本料：6.38
1kWh当たり料金：0.20

月額基本料：4.83
1kWh当たり料金：0.15

同上

電
気
料
金

*医療保険はドイツ平均、iwdによる推計

賃
　
　
金

地
価
・
事
務
所
賃
料
等

通
信
費

2002年：2.7%→2003年：2.5%→2004年：2.0%

クリスマス手当（月給の50～100％）

６. 社会保障負担率
〔特記事項〕

雇用者負担率　　　20.85%
被雇用者負担率 　20.85%
雇用者(被雇用者)負担率の内訳
雇用保険　3.25%
医療保険*　7.00%
年　　　金　9.75%
介護保険　0.85%
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ドイツ（調査都市：デュッセルドルフ） 【1米ドル=0.7575ユーロ】で換算

米ドル
現地通貨
ユーロ

備考

２１.産業用水道料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：（大メータ）17
（小メータ）8.25

1m3当たり料金：2.01

月額基本料：（大メータ）13
（小メータ）6.25

1m3当たり料金：1.50

年額を月額換算。VATを含む。出所：同
上

２２.一般用水道料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：（大メータ）18
（小メータ）8.83

1m3当たり料金：2.27

月額基本料：（大メータ）13
（小メータ）6.69

1m3当たり料金：1.72
同上

２３.産業用ガス料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：（1）15（2）102
1ｍ3当たり料金：（1）0.53

（2）0.49

月額基本料：（1）11（2）78
1ｍ3当たり料金：（1）0.40

（2）0.37

年額を月額換算。年間使用量（1）9万
3,761㎥以上（2）305万9,754㎥以上 、
VAT含まず。出所：同上

２４.一般用ガス料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：
（1）3.37（2）11

1ｍ3当たり料金：（1）1.04
（2）0.71

月額基本料：
（1）2.55（2）8.18

1ｍ3当たり料金：（1）0.79
（2） 0.54

年額を月額換算。年間使用量（1）2万
7,503㎥ 以下（2）2万7,513㎥以上。いず
れもVATを含む。出所：同上

２５.コンテナ輸送（40ft
ｺﾝﾃﾅ）

①対日輸出：調査地
工場→最寄り港→横
浜港 4,554 3,450

工場所在地：デュッセルドルフ近郊
最寄り港：ロッテルダム港
円高のため、海上料金に200～250ユー
ロの追加料金の発生するケースあり
出所：現地運輸会社に聞き取り

②第3国輸出：調査地
工場→最寄り港→
ニューヨーク

2,574 1,950

工場所在地：デュッセルドルフ近郊
最寄り港：ロッテルダム港
第3国仕向け港：ニューヨーク港　出所：
同上

③対日輸入：横浜港
→最寄り港→調査地
工場

1,386 1,050
最寄り港：ロッテルダム港
調査地工場所在地：デュッセルドルフ近
郊　出所：同上

２６.乗用車購入価格
（1500ccセダン） 25,571 19,370

出所：フォルクスワーゲン
ゴルフ1,600cc。VATおよび工場から販売
地までの輸送費、登録料等を含む。

２７.大型乗用車購入
価格（2500ccセダン） 53,322 40,391

出所：メルセデス・ベンツ、E240。工場か
ら販売地までの輸送費、登録料等を含
む。

２８.レギュラーガソリ
ン価格（１㍑） 1.41 1.07

市内平均、セルフサービス方式。出所：イ
ンフォロード

２９. 法人所得税（実
行税率、％）

出所：アーンスト&ヤング。国税と地方税
には、課税基準に多少相違あり。地方税
率は都市により異なる。

３０. 個人所得税（最
高税率、%）

出所：同上　税額は、最低・最高税率の
間で税務当局が各人の所得から個別に
確定。

３１.付加価値税(VAT)
（標準税率、％）

軽減税率7％。出所：同上

３２.日本への利子送
金課税（最高税
率、％）

日独租税条約第11条

３３.日本への配当送
金課税（最高税
率、％）

出所：同上、第10条

３４.日本へのロイヤル
ティー送金課税（最高
税率、％）

出所：同上、第12条

税
　
　
制

10%

国税　25.00％
地方税　18.37％(デュッセルドルフ市)
国税+地方税　(ドイツ平均)　36.01％

最低税率　15%　　　　最高税率　42%

16%

10%

15%

水
道
料
金
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金
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車
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フランス（調査都市：パリ） 【1米ドル＝0.7575ユーロ】で換算

米ドル
現地通貨
ユーロ

備考

１.ワーカー
（月額：一般工職）

2,112～2,244 1,600～1,700
製造業工業労働者、諸手当て込み（BRUT）。
出所： 国立統計経済研究所（INSEE）
“Annuaire Statistique de la France”

２.エンジニア
（月額：中堅技術者）

3,630～4,730
（年額： 42,564～56,766）

2,750～3,583
（年額： 33,000～43,000）

30～40歳、中堅企業（注）、BRUT。
出所： マイケル・ペイジ（人材紹介大手、
http://www.michaelpage.fr）

３.中間管理職
（月額：部課長クラス）

10,937 8,285
40歳以上、営業部長、中堅企業、BRUT。
出所： シャレンジュ誌「給与計算」サイト（注）

４.法定最低賃金
（1）10.05

（2）1,556～1,581
（1） 7.61

（2） 1,178.54～1,197.37

（1）時給、（2）月給。時短移行期により異なる。
2005年7月に一本化予定。
出所： 雇用・労働・社会統合省

５.賞与支給額
（固定賞与＋変動賞
与）

労働慣行上、年末に支給（注）。
出所： 法令解説書 “Momento Pratique Francis
Lefebvre/Fiscal　2004”

６. 社会保障負担率

管理職で月給5,000ユーロ（税込み）所得者の場合。
一般社会税（CSG、7.5％）、社会負債返済（CRDS、
0.5％）込み（注）。
出所： 社会法情報サイト
（http://www.avis-droit-social.net）

７.名目賃金上昇率
年平均値上昇率。2004年は見通し。
出所： INSEE “Note de Conjoncture Dec.2004”

８.工業団地（土地）
購入価格（㎡当たり）

143 108

ヴァルドマルヌ県（パリから南東に車で1～2時間。
オルリー空港周辺）の工業用地平均価格。
出所： ヴァルドマルヌ県商工会議所
「ビジネス不動産市場（2004年6月）」

９．工業団地借料（月
額）（㎡当たり）

9 6.5 同上

１０.事務所賃料(月額)
（㎡当たり）

（1）63～69
（2）44～50

（1）48～53
（2）33～38

パリ8区。（1）新建・改築、（2）旧建築。
出所： CBリチャードエリス・ブルデ
（企業向け不動産大手、www.bourdais.com）

１１.駐在員用住宅借上
料(月額）

2,640～3,960 2,000～3,000
パリ16区。アパート100～120m2。
出所： スロジェ
（一般不動産サイト、www.seloger.com）

１２.電話架設料
（1）61
（2）163

（1）46
（2）123

（1）アナログ回線、（2）高速デジタル回線
付加価値税（VAT、19.6％）込み。
出所： 12.～18.フランステレコム
（http://www.francetelecom.com/fr/）

１３.電話利用料
（1）21
（2）53
（3）0.12

（1）16
（2）40

（3）0.091

（1）アナログ回線月額基本料
（2）高速デジタル回線月額基本料
（3） 国内市外通話料金、平日8～19時、VAT込み。

１４.国際通話料金
（日本向け３分間）

1.28 0.97 VAT込み。土日、夜間も含めた均一料金。

１５.携帯電話加入料 なし なし
携帯電話会社に限らず、携帯電話の加入料金は
どこでも無料。

１６.携帯電話基本通話
料

月額基本料： 65
1分当たり通話料： 0.26

月額基本料： 49
1分当たり通話料： 0.20

オレンジ、月4時間通話、最低2年間契約、
基本・通話料金込み、VAT込み。

１７.インターネット接続
料金（電話回線）

月額基本料： 33 月額基本料： 25
ワナドゥー（フランステレコム傘下プロバイダー）、
月間接続100時間の契約で基本・通話料金込み、
VAT込み。

１８.インターネット接続
料金（ブロードバンド）

月額基本料： 59 月額基本料： 45
ワナドゥー、ADSL、基本・通話料金込み、
VAT込み。

１９.産業用電気料金
（kWh当たり）

月額基本料： 81
1kWh当たり料金　　0.10

月額基本料： 61
1kWh当たり料金： 0.077

基本料金（出力36kVA）。2004年7月1日改定。
出所： 19.～20.フランス電力公社（EDF）

２０.一般用電気料金
（kWｈ当たり）

月額基本料： 6.69
1kWh当たり料金： 0.14

月額基本料： 5.07
1kWh当たり料金： 0.11

基本料金（出力6kVA）。VAT込み。
2004年1月1日改定。

通
信
費

電
気
料
金

賃
　
　
金

雇用者負担率　　　57.06％
被雇用者負担率 　30.15％
雇用者負担率の内訳
雇用保険　    4.0％
医療保険  　12.8％
年　　 金　31.056％
そ の 他　     9.2％

一般的な支給率は基本給の1カ月分

2002年：2.5％→2003年：2.4％→2004年：2.5％

地
価
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所
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等
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フランス（調査都市：パリ） 【1米ドル＝0.7575ユーロ】で換算

米ドル
現地通貨
ユーロ

備考

２１.産業用水道料金
（ｍ3当たり）

年額基本料： 23
（1）3.11
（2）3.22

年額基本料： 18
（1）2.36
（2）2.44

年額基本料金はメーターのレンタル料金。メーター
の大きさによって異なる。（1）1m3当り料金、（2）メー
ターの料金を含めた年間平均消費120m3の1m3当
り料金。出所： パリ市環境局

２２.一般用水道料金
（ｍ3当たり）

同上 同上同上

２３.産業用ガス料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：760
1ｋWh当たり料金：0.021～

0.025

月額基本料：576
1ｋWh当たり料金：0.016～

0.019

基本料金（年間消費量24GWｈ未満）、天然ガス、
VAT含まない。出所： 23.～24.産業省
（http::///www.industrie.gouv.fr/energie）

２４.一般用ガス料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：3.96
1ｋWh当たり料金：0.066

月額基本料：3.00
1ｋWh当たり料金：0.050

基本料金（年間消費量1,000～6,000KWｈ）。
天然ガス。VAT込み。2004年11月改定。

２５.コンテナ輸送
（40ftｺﾝﾃﾅ）

①対日輸出：
調査地工場（パリ近
郊）→最寄り港（ル・
アーブル）→横浜港

（1）660
（2）550

（1）500
（2）416

（1）パリ近郊～ル・アーブル（ユーロ建て）
（2）ル・アーブル～横浜（ドル建て）
海上輸送費のみ。THC(ターミナル・ハンドリング・
チャージ）、BAF（燃料割増料金）、CAF（通貨割増料
金）など含まず。

②第3国輸出：
調査地工場（パリ近
郊）→最寄り港（ル・
アーブル）→ニュー
ヨーク

（1）　660
（2）1,450

（1）　500
（2）1,098

（1）パリ近郊～ル・アーブル（ユーロ建て）
（2）ル・アーブル～ニューヨーク（ドル建て）
海上輸送費のみ。THC、BAF、CAFなど含まず。

③対日輸入：
横浜港→最寄り港
（ル・アーブル）→調査
地工場（パリ近郊）

（1）1,335
（2）  660

（1）1,011
（2）　500

（1）横浜～ル・アーブル（ドル建て）
（2）ル・アーブル～パリ近郊（ユーロ建て）
海上輸送費のみ。THC、BAF、CAFなど含まず。

２６.乗用車購入価格
（1500ccセダン）

21,518～26,139 16,300～19,800
プジョー「307」。国産車。排気量1587cc。VAT込み。
出所： 業界誌「le moniteur Automobile」

２７.大型乗用車購入
価格（2500ccセダン）

39,868～4,7921 30,200～36,300
プジョー「607」。国産車。排気量2230cc。VAT込み。
出所： 同上

２８.レギュラーガソリン
価格（１㍑）

1.36 1.03
出所： 産業省
（http:://www.industrie.gouv.fr/energie）

２９. 法人所得税
（実効税率、％）

出所： 29.～31.法令解説書「Momento Pratique
Francis Lefebvre/Fiscal 2004」

３０. 個人所得税
（最高税率、％）

0％、6.83％、19.14％、28.26％、37.38％、42.62％、
48.09％の7段階。
出所： 経済・財政・産業省

３１.付加価値税（VAT）
（標準税率、％）

国税。5.5％と2.1％の軽減税率あり。

３２.日本への利子送
金課税（最高税
率、％）

日本との租税条約第11条。
非課税（0％）の場合もある。

３３.日本への配当送
金課税（最高税
率、％）

日本との租税条約第10条。過去6カ月以上にわたり
15％以上の資本を有する企業からの配当金の場合
は5％。非課税（0％）の場合もある。

３４.日本へのロイヤル
ティー送金課税（最高
税率、％）

日本との租税条約第12条。

全
体

３５.特筆すべき事項

税
　
　
制

2、3： 中堅企業とは「売上高1億5,000万ユーロ未満」の企業。
3： http://permanent.nouvelobs.com/php/salaires/index.html
5： 労働協約、雇用契約で規定されていない場合、雇用者に支給義務なし。
6： 2004年の雇用者負担率は56.56％。2005年は自立連帯税（0.3％）導入のほか、従業員債権保健
（AGS）と職業訓練支援負担税（従業員10人以上）がそれぞれ0.1ポイント増加し、計0.5ポイント負担が増
加。（出所： Guide Fiscal）

48.09%

19.60%

10%

15%

34.33～35.43％
（標準税率は33.33％。地方税としては事業所税（企
業が賃貸する不動産の賃貸評価額や事業に使用し
ている固定資産の価格などに課税）がある。税率は
一定の枠内で自治体が決める。）

10%

水
道
料
金

ガ
ス
料
金

輸
　
　
送

自
動
車
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イタリア（調査都市：ミラノ） 【1米ドル＝0.7575ユーロ】で換算

米ドル
現地通貨
ユーロ

備考

１.ワーカー
（月額：一般工職）

1,650～2,376 1,250～1,800 高卒、5～10年勤続。電話によるヒアリング。

２.エンジニア
（月額：中堅技術者）

2,970～4,224 2,250～3,200 大卒、3～5年勤続。電話によるヒアリング。

３.中間管理職
（月額：部課長クラス）

3,300～6,205 2,500～4,700 電話によるヒアリング。

４.法定最低賃金 1,314、2,107 995.60、1,595.89
機械金属部門（大企業）の1等級、7等級の場合。
出所： 全国労働協約

５.賞与支給額
（固定賞与＋変動賞与）

出所： 商業部門労働協約、機械金属部門労働協
約（大企業）、機械金属部門労働協約（中小企業）

６. 社会保障負担率
一般製造業の場合。
会社規模や職種によって異なる。
出所： 社会保障機構（INPS）

７.名目賃金上昇率 出所： 国家統計局（ISTAT）

８.工業団地（土地）購入
価格（㎡当たり）

157～374 119～283
ミラノ県内。付加価値税（IVA）20％含まず。
出所： 8.～10.イタリア仲介業者連盟登録物件
（ITALIA F.I.M.A.A.）

９．工業団地借料（月
額）（㎡当たり）

3.41～11 2.58～8.51 ミラノ県内。IVA20％含まず。

１０.事務所賃料（月額）
（㎡当たり）

①21～69
②8.81～24

①16～52
②6.67～18

ミラノ市内。IVA20％含まず。
①中心部、②それ以外の地域

１１.駐在員用住宅借上
料（月額）

1,716～3,036 1,300～2,300

ミラノ日本人学校近辺。コンドミニアム、90～
180m2程度、プール・駐車場の有無は場合によ
る。共益費は通常、家賃に含まれる。現地駐在員
ヒアリングによる。

１２.電話架設料 264 200 IVA20％含まず。出所： 12.～14. テレコムイタリア

１３.電話利用料

①24
②

 a） 0.0157
 b） 0.0090

①18
②

 a） 0.0119
 b） 0.0068

IVA20％含まず。
①月額基本料
②1分当たり通話料
　a）市内､月～金の8～18時と土の8～13時
　b）市内、上記の時間以外および祝日

１４.国際通話料金
（日本向け3分間）

①2.81、②3.30 ①2.12、②2.50
IVA20％含まず。
①固定電話、②携帯電話

１５.携帯電話加入料 なし なし 出所： 15.～16. ボーダフォン

１６.携帯電話基本通話
料

①22、②0.13
③0.08、④0.26
⑤0.33、⑥2.64

①17、②0.10
③0.06、④0.20
⑤0.25、⑥2.00

通話1分間当たり、IVA20％別。
①基本料金（Light Businessプラン）、②対固定電
話、③対自社携帯電話、④対他社携帯電話、⑤欧
州、米国、カナダ向け国際電話、
⑥他地域向け国際電話

１７.インターネット接続
料金（電話回線）

① a）0.025、 b）0.014
②0.020

① a）0.019、 b）0.011
②0.015

IVA20％込み。1分当たり接続料。①tin.it freeプラ
ン a）平日8～18時半、土曜8～13時、 b）その他
②tin.it specialプラン（月額4.95ユーロは別）
出所： 17.～18. テレコムイタリア

１８.インターネット接続
料金（ブロードバンド）

①204、②113 ①155、②86
IVA20％込み。tin.it ADSL 1200LANプラン
（1.2Mbps）。①設置料、②月額

１９.産業用電気料金
（kWh当たり）

①176
②0.10

③ a）0.020、 b）0.0049

①133
②0.080

③ a）0.015、 b）0.0037

中圧電力、月220時間以上使用、消費量8GWh超
の場合、IVA20％込み
①月額基本料、②1KWh当たり使用料、
③税 a）20万kWh/月まで、 b）20万kWh/月超
出所： 19.～20. AEM

２０.一般用電気料金
（kWｈ当たり）

①0.21
②0.17
③0.31

①0.16
②0.13
③0.23

低圧電力、3kW需要、151kWh/月～220kWh/月消
費の場合、IVA10％込み
①月額基本料、②1KWh当たり使用料、電気使用
税込み、③税1kWh当たり

通
信
費

電
気
料
金

2002年： 2.1％→2003年： 2.2％→2004年： 2.9％

賃
　
　
金

地
価
・
事
務
所
賃
料
等

1カ月分（注）

雇用者負担率　28.30～33.88％
被雇用者負担率　8.89～9.19％
社会保障負担率（雇用者・被雇用者の合計）内訳
年金基金：　32.7％
失業保険：　1.61％
退職金基金：　0.20～0.40％
家族手当基金：　2.48％
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イタリア（調査都市：ミラノ） 【1米ドル＝0.7575ユーロ】で換算

米ドル
現地通貨
ユーロ

備考

２１.産業用水道料金
（ｍ3当たり）

①なし
②1.01

①なし
②0.76

上水道使用料、下水道使用料込み
ミラノ県内地域別料金の平均、IVA20％込み
①月額基本料、②1m3当たり料金
出所： 21.～22. CAP

２２.一般用水道料金
（ｍ3当たり）

①なし
②　1）0.78
　　 2）1.01

①なし
②  1）0.59
     2）0.76

上水道使用料、下水道使用料込み
ミラノ県内地域別料金の平均、IVA10％込み
①月額基本料、②1m3当たり料金、1）3カ月の使用
量が25m3以下、2）3カ月の使用量が25m3超

２３.産業用ガス料金
（ｍ3当たり）

①39.60
②8.91

①30
②6.75

IVA20％込み、年間4万ジュール（102万5,904m3）
以上使用の場合、①年額基本料、②1GJ（ギガ
ジュール）当たり。　出所： 23.～24.　AEM

２４.一般用ガス料金
（ｍ3当たり）

①40
②8.91

①30
②6.67

IVA込み、年間103ジュール以上使用の場合、①年
額基本料、②1GJ当たり。
（※IVA税率は通常20％。ガスが暖房に利用されて
いない場合に限り10％に低減。）

２５.コンテナ輸送
（40ftｺﾝﾃﾅ）
①対日輸出：
調査地工場（ミラノ）
→最寄り港（ジェノヴァ）
→横浜港

1,700程度 1,300程度
日系のフォワーダーにヒアリング。業界内の競争が
激しく、価格の変動があるため、調査時点（2005年1
月）の目安を記載。

②第3国輸出：
調査地工場（ミラノ）
→最寄り港（ジェノヴァ）
→ニューヨーク

2,900程度 2,200程度 同上

③対日輸入：
横浜港
→最寄り港（ジェノヴァ）
→調査地工場（ミラノ）

2,650程度 2,000程度 同上

２６.乗用車購入価格
（1500ccセダン）

23,121 17,514
FIAT Stilo 1.6 Active 5p, 1600cc、オプションなし、
諸経費、IVA20％、県税込み。

２７.大型乗用車購入価
格（2500ccセダン）

60,605 45,908
MERCEDES E270 CDI Elegance, 2700cc
オプションなし、諸経費、IVA20％、県税込み。

２８.レギュラーガソリン
価格
（１㍑）

1.45 1.10 市内3カ所のスタンド（フルサービス）の平均価格

２９. 法人所得税
（実効税率、％）

2004年から、名称がIRPEGからIRESに変更され、税
率が1％引き下げられた。　出所： 29.～34.
「Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344」

３０. 個人所得税
（最高税率、％）

2005年から名称がIRPEFからIREに変更され、税率
も変更された。
出所： LEGGE 30 dicembre 2004, n.311

３１.付加価値税（VAT）
（標準税率、％）

食料品など特定商品・サービスについては、4％、
10％の軽減税率あり。出所： 31.～34.在イタリア日
本商工会議所「イタリア・ビジネス・ガイドブック」

３２.日本への利子送金
課税（最高税率、％）

３３.日本への配当送金
課税（最高税率、％）

①受取人が送金人の議決行使株式の25％以上を6
カ月間保有している場合、②その他の場合

３４.日本へのロイヤル
ティー
送金課税（最高税
率、％）

全
体

３５.特筆すべき事項

5： 「13カ月目」の支給が全国労働協約で規定（賞与として給与１カ月分を支給）されている。企業によって
は14カ月目給与を支給したり、業績などにより加算する場合もある。
その他：南部などの特定地域で所得税減免、補助金交付、銀行利子の一部政府負担、R＆D活動に対する
補助金・低利融資制度がある。政府による特定地域への中小企業振興、起業支援の優遇措置、各州レベ
ルでの産業・業種別優遇措置がある。

23～43％

20％（国税、一般税率）

10％

①10％、②15％

国　　　税　　　33％
州事業税　　　州・業種によって異なる

自
動
車

税
　
　
制

水
道
料
金

ガ
ス
料
金

輸
　
　
送

10％
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スペイン（調査都市：マドリード）　 【1米ドル＝0.7575ユーロ】で換算

米ドル
現地通貨
ユーロ

備考

１.ワーカー（月額：一
般工職）

1,783 1,351
2003年。年収をもとに計算（賞与含む）。
出所：国家統計局労働賃金統計

２.エンジニア（月額：
中堅技術者）

2,176～3,455 1,648～2,617 同上

３.中間管理職（月額：
部課長クラス）

3,456～3,836 2,618～2,906 同上

４.法定最低賃金 677 513
産業別、性別、年齢別区別なし。2005年1
月1日施行。
出所：労働・社会保険省

５.賞与支給額（固定
賞与＋変動賞与）

７.名目賃金上昇率
2003年は賃金をもとにジェトロが算出。
出所：国家統計局労働賃金統計

８.工業団地（土地）購
入価格（㎡当たり）

230～782 174～592
VAT（16％）含む。マドリード市郊外半径
10～40キロメートルの範囲内。
出所：CBリチャードエリス

９．工業団地借料（月
額） （㎡当たり）

4.21～18 3.19～14
VAT（16％）含む。
出所：同上

１０.事務所賃料(月額)
（㎡当たり）

13～37 10～28
VAT（16％）含む。マドリード市内および
周辺。
出所：同上

１１.駐在員用住宅借
上料(月額）

1,980～3,300 1,500～2,500
マンション(100～150㎡）。家具・駐車場
付。共益費含は物件による。
一般的に契約時に1ヵ月分の保証金要。

１２.電話架設料 91 69
VAT（16％）含む。
出所：テレフォニカ

１３.電話利用料
月額基本料：20.17
160秒当たり通話料：

0.104

月額基本料：15.28
160秒当たり通話料：

0.079

VAT（16％）含む。
市内160秒まで左記料金。その後は0.028
ユーロ/分。
出所：同上

１４.国際通話料金（日
本向け３分間）

3.17 2.40
VAT（16％）含む。
出所：同上

１５.携帯電話加入料 32 24
VAT（16％）含む。
出所テレフォニカ・モビスター

１６.携帯電話基本通
話料

46 35

VAT（16％）含む。
プラン30(月額最低30ユーロ）を選択した
場合。月30ユーロ以上の使用は0.17ユー
ロ/分。
出所：同上

１７.インターネット接
続料金（電話回線）

初期契約料：なし
月額基本料：0～37

初期契約料：なし
月額基本料：0～28

VAT（16％）含む。
最高通信速度56～64Kbps。電話料金
別。
出所：テラ（テレフォニカグループ）

１８.インターネット接
続料金（ブロードバン
ド）

初期契約料：0～60
月額基本料：60～231

初期契約料：0～45
月額基本料：45.12～175

VAT（16％）含む。
最高通信速度512～4,096Kbps。ADSL。
電話料金込み。
出所：同上

１９.産業用電気料金
（kWh当たり）

月額基本料：5.90
1kWh当たり料金：0.087

月額基本料：4.47
1kWh当たり料金：0.066

VAT（16％）含む。
使用量に応じて料金は異なる。
出所：経済･財務省官報

２０.一般用電気料金
（kWｈ当たり）

月額基本料：2.23
1kWh当たり料金：0.13

月額基本料：1.69
1kWh当たり料金：0.10

同上

電
気
料
金

給与額に応じて決まる基本額（2005年：
599.21～2,813.40ユーロ）に各負担率を
掛け合わせて算出。労災保険は、業種に
より負担率が異なる。

2002年：3.8％→2003年：3.8％→2004年：N.A.

地
価
・
事
務
所
賃
料
等

通
信
費

賃
　
　
金

６. 社会保障負担率
〔特記事項〕

雇用者負担率　30.60%
被雇用者負担率　6.35%
雇用者負担率の内訳
医療保険　23.60%
失業保険　6.00%
倒産保険　0.40%
職業訓練　0.60%

通常は給与2ヵ月分を7月と12月に分けて支払う。
企業によっては賞与分を織り込んだ14ヵ月分の年
収を12ヵ月払いとしてるところもある。
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スペイン（調査都市：マドリード）　 【1米ドル＝0.7575ユーロ】で換算

米ドル
現地通貨
ユーロ

備考

２１.産業用水道料金
（ｍ3当たり）

1m3当たり料金：1.12～ 1m3当たり料金：0.85～

VAT（7％）含む。
月額基本料は居住数に、使用料は汚染
率に応じて異なる。
出所：カナル・デ・イサベル・II

２２.一般用水道料金
（ｍ3当たり）

1ｍ3当たり料金：1.00～
3.54

1m3当たり料金：0.76～
2.68

VAT（7％）含む。
月額基本料は居住数に、使用料は季節
に応じて異なる。
出所：同上

２３.産業用ガス料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：186
1ｍ3当たり料金：0.022

月額基本料：141
1ｍ3当たり料金：0.017

VAT（16％）含む。
天然ガス。年間消費量に応じて基本料固
定額が異なる（注）。
出所：経済・財務省官報

２４.一般用ガス料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：7.83
1ｍ3当たり料金：0.05

月額基本料：5.93
1ｍ3当たり料金：0.04

VAT（16％）含む。
天然ガス。年間消費量に応じて基本料が
異なる。
出所：同上

２５.コンテナ輸送（40ft
ｺﾝﾃﾅ）

①対日輸出：調査地
工場→最寄り港→横
浜港

3,098 2,347

②第3国輸出：調査地
工場→最寄り港→
ニューヨーク

3,502 2,653

③対日輸入：横浜港
→最寄り港→調査地
工場 5,199 3,938

２６.乗用車購入価格
（1500ccセダン） 19,208 14,550

セアット　LEON1.6STELLA（国産）
1595cc。車体価格・輸送費・VAT（16％）・
登録税含む。

２７.大型乗用車購入
価格（2500ccセダン） 56,766 43,000

メルセデス　E240・2597cc。車体価格・輸
送費・VAT（16％）・登録税含む。

２８.レギュラーガソリ
ン価格（１㍑） 1.15 0.87 出所：セプサ

２９. 法人所得税（実
行税率、％）

キャピタルゲイン、受取配当、受取利子
を含む。

３０. 個人所得税（最
高税率、％）

国税と州税に分かれた累進課税制。
各種所得控除・税額控除あり。

３１.付加価値税(VAT)
（標準税率、％）

軽減税率：7％
特別軽減税率：4％

３２.日本への利子送
金課税（最高税
率、％）

日本・スペイン二国間租税条約

３３.日本への配当送
金課税（最高税
率、％）

親子間要件：持株比率25％以上、事業年
度終了まで6ヵ月以上株式を所有。
出所：日本・スペイン二国間租税条約（財
務省）

３４.日本へのロイヤル
ティー送金課税（最高
税率、％）

同上

全
体

３５.特筆すべき事項

水
道
料
金

ガ
ス
料
金

輸
　
　
送

工場所在地：マドリード
最寄り港：バルセロナ
ただし、実際の値段は、輸出入貨物の重
量などによって、売値･買値が変動する。
①、②、③の内訳は、国内輸送費（A）＋
海上輸送費（B）＋BAF（C）の合計金額
（ユーロ）。
①1,320（A）＋833（B）＋194（C）
②1,320（A）＋1,042（B）＋291（C）
③1,320（A）＋2,424（B）＋194（C）
BAF:Bunker Adjustment Surcharge（重油
の値上げによる割増料金）。
ドル建ての金額を元に、ユーロを算出。

自
動
車

（注）産業用ガス料金の月額基本料＝年間消費量に応じて決まる固定額+月間平均消費量ｘ
0.039

16%

10%

一般：15％、親子間：10％

10%

税
　
　
制

35%

国税：最低 9.06％  最高 29.16％
州税：最低 5.94％  最高 15.84％
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【1米ドル＝0.7575ユーロ】で換算

米ドル
現地通貨
ユーロ

備考

１.ワーカー（月額：一
般工職）

2,833 2,146
EPROM(人材コンサルタント会社）、金属
工の賃金、年収をもとに計算（２ヵ月の
ボーナスを含む）

２.エンジニア（月額：
中堅技術者）

4,968 3,763
EPROM(人材コンサルタント会社）、エン
ジニアの賃金、年収をもとに計算（２ヵ月
のボーナスを含む）

３.中間管理職（月
額：部課長クラス）

6,304 4,775
EPROM(人材コンサルタント会社）、エン
ジニアの賃金、年収をもとに計算（２ヵ月
のボーナスを含む）

４.法定最低賃金 1,670 1,265
労働省、２３際以上に適用（２００５年１月
１日から）

５.賞与支給額（固定
賞与＋変動賞与）

1ヵ月のボーナス支給が義務付けられて
おり、通常ではさらに1ヵ月分も支給され
る

７.名目賃金上昇率 中央計画局（CPB)

８.工業団地（土地）
購入価格（㎡当たり）

330 250
Gemeentelijk　Grondbedrijf　（アムステル
ダム市地域開発公社）。アムステルダム
市内４箇所の工業団地の平均額

９．工業団地借料（月
額）（㎡当たり）

5.9 4.4
DTZ　Zadelhoff（オランダ最大不動産業
者）。付加価値税およびサービス料を除く

１０.事務所賃料(月
額)（㎡当たり）

39 30

IMD (Institute for Management
Development, Lausanne) World
Competitiveness Yearbook 2004。管理費
用、固定資産税、メンテナンス費用を含
む(出所データはドル建て）

１１.駐在員用住宅借
上料(月額）

1,947 1,475
同上。アパートメント（3部屋）。その他費
用込み(出所データはドル建て）

１２.電話架設料 135 102
KPN。ISDN契約、VAT（付加価値税）19%
を含む

１３.電話利用料
月額基本料：34

1分当たり通話料：0.04
接続料：0.06

月額基本料：26
1分当たり通話料：0.03

接続料：0.04

KPN。市内通話料金(月～金、8:00～
19:00）、VAT(付加価値税）19%を含む

１４.国際通話料金
（日本向け３分間）

1.48 1.12
KPN。通話料1.0182ユーロ/3分、接続料
0.1035ユーロ／回、VAT(付加価値税）
19%を含む

１５.携帯電話加入料 69 53
ボーダフォン。VAT（付加価値税）19%を
含む。

１６.携帯電話基本通
話料

月額基本料：17
 1分当たり通話料：0.40

月額基本料：13
 1分当たり通話料：0.30

ボーダフォン。1ヵ月で50分まで無料、
VAT（付加価値税）19%を含む。

１７.インターネット接
続料金（電話回線）

19＋1分当たり通話料金
0.04＋1回当たり接続料

0.06

14＋1分当たり通話料金
0.03＋1回当たり接続料

0.04

XS4ALL。基本料金（アナログ56kbps）、
VAT(付加価値税）19%を含む、通話・接続
料金はKPN

１８.インターネット接
続料金（ブロードバン
ド）

106 80
XS4ALL。ADSL接続、（下り4,480Kbps、
上り704Kbps)、VAT(付加価値税）19%を
含む。

１９.産業用電気料金
（kWh当たり）

月額基本料：99
1kWh当たり料金：0.13

月額基本料：75
1kWh当たり料金：0.10

NUON（エネルギー会社）。最大電流
50kW、年間消費量50,000kWh以下、エネ
ルギー調整税込み、VAT(付加価値税）
19%を除く。

２０.一般用電気料金
（kWｈ当たり）

月額基本料：9.08
1kWh当たり料金：0.24

月額基本料：6.88
1kWh当たり料金：0.18

NUON（エネルギー会社）。VAT(付加価
値税）19%を含む。

電
気
料
金

労働者社会保険行政機関（UWV）。被雇
用者負担分の、一般老齢年金、特別医
療保険、遺族年金は個人所得税率に加
算。

2002年：3.5％→2003年：2.7％→2004年：1.5％

地
価
・
事
務
所
賃
料
等

通
信
費

オランダ（調査都市：アムステルダム）

賃
　
　
金

６. 社会保障負担率
〔特記事項〕

雇用者負担率　17.75%
被雇用者負担率　39.9%
雇用者負担率の内訳
労働不能保健　7.39%
失業保険　3.59%
医療保険　6.75%
そ の 他　0.02%

給与の２ヵ月分
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オランダ（調査都市：アムステルダム） 【1米ドル＝0.7575ユーロ】で換算

米ドル
現地通貨
ユーロ

備考

２１.産業用水道料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：4.53～81
1m3当たり料金：1.99

月額基本料：3.43～61
1m3当たり料金：1.51

アムステルダム市水道会社（GWA）。水
道税(m3当り0.146ユーロ, 300m3まで)お
よびVAT(付加価値税)6%を含む。

２２.一般用水道料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：4.53
1m3当たり料金：1.99

月額基本料：3.43
1m3当たり料金：1.51

同上

２３.産業用ガス料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：264
1ｍ3当たり料金：0.26

月額基本料：200
1ｍ3当たり料金：0.19

NUON（エネルギー会社）。エネルギー調
整税およびVAT(付加価値税）19%を含
む。

２４.一般用ガス料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：18
1ｍ3当たり料金：0.67

月額基本料：14
1ｍ3当たり料金：0.51

NUON（エネルギー会社）。0.178ユーロ
/m3のエネルギー調整税およびVAT(付
加価値税）19%を含む。

２５.コンテナ輸送（40ft
コンテナ）

①対日輸出：調査地工
場→最寄り港→横浜
港

1,015 769

日本通運　（見積もりベース）。
陸送費（235）、海上輸送費（284）、燃料
積込費（112）、港湾ハンドリング料
（137.50）、その他（15）

②第3国輸出：調査地
工場→最寄り港→
ニューヨーク

3,207 2,429

P&Oネドロイド　（見積もりベース）。
陸送費（617）、海上輸送費（947）、燃料
積込費（244）、港湾ハンドリング料
（544）、その他（77）

③対日輸入：横浜港→
最寄り港→調査地工
場

3,709 2,810

P&Oネドロイド　（見積もりベース）
陸送費（248）、海上輸送費（2197）、燃料
積込費（194）、港湾ハンドリング料
（137.5）、その他（33)

２６.乗用車購入価格
（1500ccセダン）

27,056 20,495
オペル・アストラ1.6　Essentia　（リサイク
ル費45ユーロを除く、諸税込み）。
出所：Auto Week

２７.大型乗用車購入価
格（2500ccセダン）

70,523 53,421
メルセデスベンツ240Eセダン（リサイクル
費45ユーロを除く、諸税込み）。
出所：メルセデスベンツ・オランダ

２８.レギュラーガソリン
価格（１㍑）

1.64 1.24 シェル（セルフサービス）

２９. 法人所得税（実行
税率、％）

財務省。キャピタルゲイン、受取配当金
は資本参加免税が適用される。ただし、
受取利子は含まれる。

３０. 個人所得税（最高
税率、%）

財務省

３１.付加価値税(VAT)
（標準税率、％）

財務省

３２.日本への利子送金
課税（最高税率、％）

財務省

３３.日本への配当送金
課税（最高税率、％）

出所:日蘭租税条約、最低6ヵ月間配当送
金を行うオランダ法人の株を25%以上
持っている場合は日本への配当送金税
率は5%。それ以外は配当送金最高税率
は15%。

３４.日本へのロイヤル
ティー送金課税（最高
税率、％）

財務省（ヒアリング）

5%

0%

国税　27%（法人所得額22,600ユーロまで）、31.5%
（法人所得が22,600ユーロを超える）

34.4%～52%まで4段階。①34.40(所得額16,893ユー
ロまで）、②41.95%　(所得額16,894～30,357ユー
ロ）、③42%(所得額30,358～51,762ユーロ）、④52%
（所得額51,763ユーロ以上）

19%

0%

税
　
　
制

水
道
料
金

ガ
ス
料
金

輸
　
　
送

自
動
車
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ベルギー（調査都市：ブリュッセル） 【1米ドル＝0.7575ユーロ】で換算

米ドル
現地通貨
ユーロ

備考

１.ワーカー（月額：一
般工職）

2,888 2,188 Vacature。2004年5月時点

２.エンジニア（月額：中
堅技術者）

3,934 2,980 出所：同上

３.中間管理職（月額：
部課長クラス）

5,001 3,788 出所：同上

４.法定最低賃金 1,597 1,210 Secretariat Social Groupe S。21歳以上

５.賞与支給額（固定賞
与＋変動賞与）

年2回支給が一般的。

７.名目賃金上昇率 出所：Banque Nationale de Belgique

８.工業団地（土地）購
入価格（㎡当たり）

264～528 200～400
ブリュッセル地域。諸経費、税除く。出
所：Société de Développement Régional
pour Bruxelles

９．工業団地借料（月
額）（㎡当たり）

11～14 8.33～11
ブリュッセル地域。諸経費、税除く。出
所：同上

１０.事務所賃料(月額)
（㎡当たり）

17～33 13～25
ブリュッセル地域。諸経費、税除く。
出所：CB Richard Ellis

１１.駐在員用住宅借
上料(月額）

1,716～2,508 1,300～1,900
ブリュッセル地域。諸経費除く。
出所：Immotrends

１２.電話架設料 178 135 VAT21%込み。出所：Belgacom

１３.電話利用料
月額基本料：23

1分当たり通話料：
0.069/0.034

月額基本料：17
1分当たり通話料：

0.052/0.026

VAT21%込み。ピーク／オフピーク。
出所：同上

１４.国際通話料金（日
本向け３分間）

2.02/1.48 1.53/1.12
VAT21%込み。ピーク／オフピーク。
出所：同上

１５.携帯電話加入料 なし なし
VAT21%込み。契約が15ヵ月未満の場合
は37ユーロ。出所：同上

１６.携帯電話基本通
話料

月額基本料：20
1分当たり通話料：0.49

月額基本料：15
1分当たり通話料：0.37

VAT21%込み。出所：同上

１７.インターネット接続
料金（電話回線）

1分当たり：0.06/0.02 1分当たり：0.04/0.02
VAT21%込み。ピーク／オフピーク。
出所：同上

１８.インターネット接続
料金（ブロードバンド）

月額：53 月額：42 VAT21%込み。ＡＤＳＬ。出所：同上

１９.産業用電気料金
（kWh当たり）

月額基本料：
（20.13/61.27）＋

10.29/kw
1kWh当たり料金：

0.12/0.08

月額基本料：
（15.25/46.41）+7.80/kw

1kWh当たり料金：
0.09/0.06

VAT21%除く。
（　）内は手動メーター/自動メーター。
ピーク/オフピーク（1kwh当たり料金）
出所：Electrabel

２０.一般用電気料金
（kWｈ当たり）

月額基本料：5.73～11.16
1kWh当たり料金：0.20～

0.21

月額基本料：4.34～8.45
1kWh当たり料金：0.15～

0.16
VAT21％込み。出所：同上

電
気
料
金

６. 社会保障負担率
〔特記事項〕 雇用者負担率は被雇用者数による。

出所：Fédération des Entreprises de
Belgique

雇用者負担率　　　33.08～34.82%
被雇用者負担率 　13.07%
雇用者負担率の内訳
雇用保険　1.46%
医療保険　6.15%
年　　　金　8.86%
そ の 他　 16.61～18.35%

2002年：4.0％→2003年：3.1％→2004年：2.7％

夏：月給グロスの92％
冬：100％

賃
　
　
金

地
価
・
事
務
所
賃
料
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通
信
費
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ベルギー（調査都市：ブリュッセル） 【1米ドル＝0.7575ユーロ】で換算

米ドル
現地通貨
ユーロ

備考

２１.産業用水道料金
（ｍ3当たり）

- - 資料なし

２２.一般用水道料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：1.31～2.62
1m3当たり料金：0.79～

3.63

月額基本料：0.99～1.98
1m3当たり料金：0.6～

2.75

VAT21%除く。
出所：Region Bruxelles Capital

２３.産業用ガス料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：27.41
1ｍ3当たり料金：0.04

月額基本料：20.76
1ｍ3当たり料金：0.03

VAT21%込み。
出所：SPF Economie, PME, Classes
moyennes et Energie

２４.一般用ガス料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：2.2
1ｍ3当たり料金：0.08

月額基本料：1.67
1ｍ3当たり料金：0.06

VAT21%込み。出所：同上

２５.コンテナ輸送（40ft
コンテナ）

①対日輸出：調査地工
場→最寄り港→横浜
港

792 600
海上輸送費のみ。手数料を含まない（日
系フォワーダーに聴取）。

②第3国輸出：調査地
工場→最寄り港→
ニューヨーク

1,188 900 同上

③対日輸入：横浜港→
最寄り港→調査地工
場

2,112 1,600 同上

２６.乗用車購入価格
（1500ccセダン）

25,518 19,330 VWゴルフ1.6 3p。VAT21%込み。

２７.大型乗用車購入
価格（2500ccセダン）

46,643 35,332 メルセデスベンツC240。VAT21%込み。

２８.レギュラーガソリン
価格（１㍑）

1.50 1.14
VAT21%込み。2005年1月19日時点
出所：SPF Economie, PME, Classes
moyennes et Energie

２９. 法人所得税（実行
税率、％）

課税所得毎の税率を適用。
出所：SPF Finances

３０. 個人所得税（最高
税率、%）

25～50％の5段階。出所：同上

３１.付加価値税(VAT)
（標準税率、％）

新聞0％、軽減税率6％、12％、標準21％
の4段階。出所：同上

３２.日本への利子送
金課税（最高税
率、％）

日本との租税条約（第11条）。出所：同上

３３.日本への配当送
金課税（最高税
率、％）

持分25％以上を最低6ヵ月以上維持して
いる場合は5％。日本との租税条約（第
10条）。
出所：同上

３４.日本へのロイヤル
ティー送金課税（最高
税率、％）

日本との租税条約（第12条）。出所：同上

課税所得　0～25,000ユーロ　　　　　24.25%
　　　　　　　25,000～90,000ユーロ　　31％
　　　　　　　90,000～322.500ユーロ　34.5％
　　　　　　　322.500ユーロ～　　　　　33％

10%

50%

21%

10%

15%
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アイルランド（調査都市：ダブリン） 【1米ドル＝0.7575ユーロ】で換算

米ドル
現地通貨
ユーロ

備考

１.ワーカー（月額：一般
工職）

3,062 2,319
計算方法：週給535.26ユーロ×52週÷
12ヵ月。出所： アイルランド中央統計局
（CSO)

２.エンジニア（月額：中
堅技術者）

6,326～6,876 4,792～5,208
在職11～20年。出所： アイルランド技術
者協会 (IEI)

３.中間管理職（月額：
部課長クラス）

5,532 4,191
計算方法：週給967.1ユーロ×52週÷
12ヵ月。出所： アイルランド中央統計局
（2004年9月時点）

４.法定最低賃金 9.24 7
時給（2004年2月以降）。
出所：産業・貿易・雇用省

５.賞与支給額（固定賞
与＋変動賞与）

企業による。大企業ではストックオプショ
ンも普及。

７.名目賃金上昇率 出所： アイルランド中央統計局

８.工業団地（土地）購
入価格（㎡当たり）

①104～124
②45～205

①79～94
②34～155

①ダブリン、②ダブリン以外
出所：アイルランド産業開発庁

９．工業団地借料（月
額）（㎡当たり）

①11～12
②7.88～9.91

①8.48～9.18
②5.97～7.51

①ダブリン、②ダブリン以外
出所：Hamilton Osbourne King社 (不動
産) 、 William Harvey社 (工業団地専門）

１０.事務所賃料(月額)
（㎡当たり）

①53
②12～24

①40
②9.17～18.75

①ダブリン市内（ダブリン2および4地
区）、②ダブリン郊外（M50環状線沿線の
工業地帯）。
出所：Hamilton Osbourne King社

１１.駐在員用住宅借上
料(月額）

①1,848～3,300
②2,244～7,261

①1,400～2,500
②1,700～5,500

ダブリン市内。①集合住宅、②一軒家
出所：同上

１２.電話架設料 172 130
ビジネス料金。既設電話線の場合は架
設料25ユーロ。出所：Eircom

１３.電話利用料
月額基本料：32

1分当たり通話料：0.07
月額基本料：24

1分当たり通話料：0.05

平日昼間の市内通話料金。夜間および
週末は1分当たり0.013ユーロ。出所：同
上

１４.国際通話料金（日
本向け３分間）

3.40 2.57
平日 、昼間の場合。
出所：同上

１５.携帯電話加入料 なし なし出所：ボーダフォン

１６.携帯電話基本通話
料

月額基本料：①26、②80
1分当たり通話料：

0.66（昼間）、0.20(夜間)

月額基本料：①20、②61
1分当たり通話料：

0.50(昼間)、0.15(夜間)

無料通話時間：①10～50分、②200分
出所： 同上

１７.インターネット接続
料金（電話回線）

月額基本料：33 月額基本料：25
月150時間まで。接続料、通話料込み。
出所：Eircom

１８.インターネット接続
料金（ブロードバンド）

月額基本料：①72、②
270

月額基本料：①54、②
204

通信速度（下り）：①512kbps、②
2,048kbps、接続工事料金（1回限り）：200
ユーロ
出所：同上

１９.産業用電気料金
（kWh当たり）

月額基本料：12
1kWh当たり料金：0.21

月額基本料：8.94
1kWh当たり料金：0.16

VAT13.5%含む。
出所：アイルランド電力庁（ESB）

２０.一般用電気料金
（kWｈ当たり）

月額基本料：11
1kWh当たり料金：0.18

月額基本料：8.32
1kWh当たり料金：0.14

VAT13.5%含む。
出所：同上
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出所： 国税庁（Revenue Commissioners）

2002年：7.3％→2003年：6.9％→2004年：4.5％

なし

６. 社会保障負担率
〔特記事項〕

雇用者負担率　　　10.75%
被雇用者負担率
年収44,180ユーロ未満：6% （Pay Related Spcial
Insurance（PRSI）4%＋Health Contribution2%）
年収44,180ユーロ以上：2%（Health Contribution）
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アイルランド（調査都市：ダブリン） 【1米ドル＝0.7575ユーロ】で換算

米ドル
現地通貨
ユーロ

備考

２１.産業用水道料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：①11
②112

1m3当たり料金：1.28

月額基本料：①8.33
②84.5

1m3当たり料金：0.97

①配管径20mm、②配管径200mm。
ダブリン地域。各県により異なる。
出所：Dublin City Council

２２.一般用水道料金
（ｍ3当たり）

なし なし
ダブリン中心地は無料。各県により異な
る。
出所：同上

２３.産業用ガス料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：12.05
1ｍ3当たり料金：0.61

月額基本料：9.13
1ｍ3当たり料金：0.46

VAT13.5%含む。
出所：Bord Gais

２４.一般用ガス料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：23
1ｍ3当たり料金：0.41

月額基本料：17
1ｍ3当たり料金：0.31

VAT13.5%含む。
出所：同上

２５.コンテナ輸送（40ft
コンテナ）

①対日輸出：調査地工
場→最寄り港→横浜
港

2,700 2,045
工場所在地：ダブリン
最寄り港：ダブリン港
出所： Irish Shipping & Transport Ltd.

②第3国輸出：調査地
工場→最寄り港→
ニューヨーク

4,178 3,165

工場所在地：ダブリン
最寄り港：ダブリン港
第3国仕向け港：ニューヨーク港
出所：同上

③対日輸入：横浜港→
最寄り港→調査地工
場

5,281 4,000
最寄り港：ダブリン港
工場所在地：ダブリン
出所：同上

２６.乗用車購入価格
（1500ccセダン）

27,129 22,835
トヨタ･カローラ、1400cc、3ドアハッチバッ
ク（VRT22.5%、VAT21%含む）。
出所：O'Callaghan's Motor Works

２７.大型乗用車購入価
格（2500ccセダン）

49,756 37,690
トヨタ・カムリ、2,400cc、4ドアセダン
（VRT30%、VAT21%含む）。
出所：同上

２８.レギュラーガソリン
価格（１㍑）

1.19～1.32 0.90～1.00
地域により異なる。
出所：AARoadwatch.ie

２９. 法人所得税（実行
税率、％）

国税。
出所： 国税庁（Revenue Commissioners）

３０. 個人所得税（最高
税率、%）

出所：同上

３１.付加価値税(VAT)
（標準税率、％）

出所：同上

３２.日本への利子送金
課税（最高税率、％）

出所：租税条約

３３.日本への配当送金
課税（最高税率、％）

親子間：出資比率25%以上
出所：同上

３４.日本へのロイヤル
ティー送金課税（最高
税率、％）

出所：同上

10%

一般：15％、親子間：10％

10%

12.5%

標準税率（20%）適用上限：
独身29,400、独身（扶養者あり）33,400、既婚者
38,400、既婚者（夫婦合算）58,800
それ以上の収入への課税率：42%

標準税率：21.0%
13.5%：特定燃料、建築、新聞など
4.4%：家畜
非課税：輸出品、特定飲食料品、特定書籍、経口
薬など
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オーストリア（調査都市：ウィーン） 【1米ドル＝0.7575ユーロ】で換算

米ドル
現地通貨
ユーロ

備考

１.ワーカー（月額：一般
工職）

2,970 2,250
出所：連邦統計局、連邦組合総同盟、連
邦労働院

２.エンジニア（月額：中
堅技術者）

5,254 3,980 出所：同上

３.中間管理職（月額：
部課長クラス）

7,551 5,720 出所：同上

４.法定最低賃金 1,320 1,000
商業部門。産業分野別の労働協約で規
定される。
出所：同上

５.賞与支給額（固定賞
与＋変動賞与）

1ヵ月分を夏と秋の2回（計2ヵ月分）支
給。

７.名目賃金上昇率 出所：オーストリア経済研究所

８.工業団地（土地）購
入価格（㎡当たり）

462 350
出所：ウィーン市内不動産業者へのヒア
リング

９．工業団地借料（月
額）（㎡当たり）

9 7 出所：同上

１０.事務所賃料(月額)
（㎡当たり）

26 20 出所：同上

１１.駐在員用住宅借上
料(月額）

1,980～3,300 1,500～2,500 出所：同上

１２.電話架設料 220 167 出所：テレコムオーストリア

１３.電話利用料
月額基本料：37

1分当たり通話料：0.04
月額基本料：28

1分当たり通話料：0.03
出所：同上

１４.国際通話料金（日
本向け３分間）

1.71 1.29
平日日中料金。夜間・週末は0.15。
出所：同上

１５.携帯電話加入料 198 150 出所：モビルコム

１６.携帯電話基本通話
料

月額基本料：33
1分当たり通話料：0.09

月額基本料：25
1分当たり通話料：0.07

出所：A1-Shop

１７.インターネット接続
料金（電話回線）

月額基本料：37
1分当たり通話料：0.03

月額基本料：28
1分当たり通話料：0.02

出所：テレコムオーストリア

１８.インターネット接続
料金（ブロードバンド）

173 131 出所：同上

１９.産業用電気料金
（kWh当たり）

月額基本料：7.79
1kWh当たり料金：0.15

月額基本料：5.90
1kWh当たり料金：0.11

VAT,諸経費込み
出所：ウィーンエネルギー

２０.一般用電気料金
（kWｈ当たり）

月額基本料：25
1kWh当たり料金：0.16

月額基本料：19
1kWh当たり料金：0.12

同上。
出所：同上

電
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金

賃
　
　
金 給与２ヵ月分

６. 社会保障負担率
〔特記事項〕

雇用者負担率　　　20.65％
被雇用者負担率 　16.95％
雇用者負担率の内訳
雇用保険　　3.00％
医療保険　　3.70％
年金　　　　12.55％
その他　 　　1.40％（労災保険）

2002年：2.1%→2003年：2.0%→2004年：2.2%
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オーストリア（調査都市：ウィーン） 【1米ドル＝0.7575ユーロ】で換算

米ドル
現地通貨
ユーロ

備考

２１.産業用水道料金
（㎥当たり）

上水：1.72、下水：1.74 上水：1.30、下水：1.32
VAT、諸経費込み
出所：ウィーン市

２２.一般用水道料金
（㎥当たり）

上水：1.72、下水：1.74 上水：1.30、下水：1.32
同上。
出所：同上

２３.産業用ガス料金
（㎥当たり）

月額基本料：1.52
1ｍ3当たり料金：0.33

月額基本料：13.79
1ｍ3当たり料金：0.25

VAT、諸経費込み
出所：ウィーンエネルギー

２４.一般用ガス料金
（㎥当たり）

月額基本料：1.52
1ｍ3当たり料金：0.33

月額基本料：13.79
1ｍ3当たり料金：0.25

同上。
出所：同上

２５.コンテナ輸送（40ft
コンテナ）

①対日輸出：調査地工
場→最寄り港→横浜
港

2,970 2,250
工場所在地：ウィーン
最寄り港：ハンブルク港

②第3国輸出：調査地
工場→最寄り港→
ニューヨーク

2,640 2,000
工場所在地：ウィーン
最寄り港：ハンブルク港

③対日輸入：横浜港→
最寄り港→調査地工
場

3,960 3,000
最寄り港：ハンブルク港
工場所在地：ウィーン

２６.乗用車購入価格
（1500ccセダン）

21,294 16,130
オペル、アストラ。

２７.大型乗用車購入価
格（2500ccセダン）

58,950 44,655
メルセデス・ベンツ E 270。

２８.レギュラーガソリン
価格（１㍑）

1.19 0.90 出所：OeAMTC社

２９. 法人所得税（実行
税率、％）

２００５年１月１日から海外子会社とのグ
ループ連結課税制度が導入された。出
所：財務省

３０. 個人所得税（最高
税率、%）

1万超～2万5,000ユーロ： （収入－1万）
÷1万5,000×5,750、2万5,000超～5万
1,000ユーロまで： （収入－2万5,000）÷2
万6,000×1万1,350+5,750、5万1,000ユー
ロ超：課税所得額の50％－5万1,000+1万
7,085 出所：同上

３１.付加価値税(VAT)
（標準税率、％）

出所：同上

３２.日本への利子送金
課税（最高税率、％）

日本・オーストリア二国間租税条約

３３.日本への配当送金
課税（最高税率、％）

親子間要件（持株比率50％超、事業年度
終了まで１２ヵ月以上所有）
同上

３４.日本へのロイヤル
ティー送金課税（最高
税率、％）

条約例、同上
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10%

税
　
　
制

一般：20％、親子間：１０％

10%

国税：25％

１万ユーロ以下の所得は控除され、１万ユーロを
超える部分については、所得に応じて23％、
33.5％、50％の税率が課税される。課税率の計算
方法は備考参照。

標準税率：20％、軽減税率：10％
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ギリシャ（調査都市：アテネ） 【1米ドル＝0.7575ユーロ】で換算

米ドル
現地通貨
ユーロ

備考

１.ワーカー
（月額：一般工職）

924～1,584 700～1,200 出所： ギリシャ投資センター、国家統計局

２.エンジニア
（月額：中堅技術者）

1,980～2,508 1,500～1,900 出所： 同上

３.中間管理職
（月額：部課長クラス）

2,376～5,940 1,800～4,500 出所： 同上

４.法定最低賃金
①722.85
②33.13

①547.56
②25.01

①月額、②日額
出所： 中央銀行

５.賞与支給額
（固定賞与＋変動賞与）

６. 社会保障負担率
クリスマスボーナス、イースターボーナスには
雇用者負担率に0.04166％が別途加算。
出所： 社会保険基金（IKA）

７.名目賃金上昇率 出所： ギリシャ中央銀行

８.工業団地（土地）購入
価格（㎡当たり）

①60
②31～33

①46
②24～25

①テサロニキ、②ボロス
出所： ギリシャ投資センター

９．工業団地借料（月
額）（㎡当たり）

N.A. N.A. 賃貸物件はない。出所： 同上

１０.事務所賃料（月額）
（㎡当たり）

20～33 15～25
アテネ中心部。
出所： 10.～11.民間不動産業者

１１.駐在員用住宅借上
料（月額）

①13～26
②13～24
③11～20

①10～20
②10～18
③8～15

①コロナキ地区、②キフィシア地区、
③グリファダ地区。1m3当たり。

１２.電話架設料 39 29
付加価値税（VAT）18％は別。
出所： 12.～14.電信電話公社（OTE）

１３.電話利用料
月額基本料： 14

1分当たり通話料：0.034
月額基本料： 10

1分当たり通話料：0.026
VAT18％は別。

１４.国際通話料金
（日本向け3分間）

0.32 0.25 VAT18％は別。

１５.携帯電話加入料 N.A. N.A.
多数のプログラムがあり、料金体系は異なる。
契約最低期間は1年、加入料金はない。
出所： 15.～18.コスモテ（COSMOTE）

１６.携帯電話基本通話
料

月額基本料： 10
1秒当たり通話料：0.0037

月額基本料： 7.3
1秒当たり通話料：0.0028

VAT18％は別。ビジネス用基本的料金、7.3ユー
ロ/月、通話時間により各種プログラムが選択で
きる。

１７.インターネット接続
料金（電話回線）

17 13 月額。VAT18％は別。PSTN 56K契約。

１８.インターネット接続
料金（ブロードバンド）

①46
②108
③106

①35
②82
③80

VAT18％は別。ADSL（1024／256Kbps）、現在の
最高速回線、データ使用料は無制限。①設置料
（開設時）、②接続料（月額）、③通話料（月額）

１９.産業用電気料金
（kWh当たり）

0.055 0.042
VAT8％は別。中電圧B1/Bの料金。消費量によ
り料金は異なる。月額基本料はない。2カ月ごと
の請求。 出所： 19.～20.電力供給公社（PPC）

２０.一般用電気料金
（kWｈ当たり）

0.091 0.069
VAT8％は別。単相、消費量800kWhまでの料金。
消費量により料金が異なる。月額基本料金はな
い。2カ月ごとの請求。

通
信
費

電
気
料
金

2002年：7.2％、2003年：5.6％、2004年：6.4％

クリスマス１カ月分、夏季・イースター各0.5カ月分

雇用者負担率　　　27.96％
被雇用者負担率 　15.90％

賃
　
　
金

地
価
・
事
務
所
賃
料
等
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ギリシャ（調査都市：アテネ） 【1米ドル＝0.7575ユーロ】で換算

米ドル
現地通貨
ユーロ

備考

２１.産業用水道料金
（ｍ3当たり）

①0.95～1.12
②1.19

①0.72～0.85
②0.90

VAT8％は別。消費量により累進課金、都市近郊と
地方では料金体系が異なる。最低使用料は
100m3。
①1,000m3まで、②1,000m3以上。
出所： 21.～22.水道供給公社

２２.一般用水道料金
（ｍ3当たり）

0.5 0.38
VAT8％は別。5m3までの料金（消費量により累進
課金）。月額基本料金はない。3カ月ごとの請求。

２３.産業用ガス料金
（MWｈ当たり）

①38
②36
③33

①29
②27
③25

VAT8％は別。年間消費量10万Nm3以下の場合。初
期ガスパイプ導入工事費に2,200ユーロ＋VAT18％
が必要。
①11Mwhまで、②22Mwhまで、③それ以上。
出所： 23.～24.ガス供給公社

２４.一般用ガス料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：4.95
1ｍ3当たり料金：0.51

月額基本料：3.75
1ｍ3当たり料金：0.39

VAT8％は別。初期費用：430ユーロ（一軒家）、
630ユーロ（アパートビル）+VAT18％。

２５.コンテナ輸送
（40ftｺﾝﾃﾅｰ）

①対日輸出：
調査地工場（アテネ）
→最寄り港（ピレウス）
→横浜港

330（国内）+900（国外） 250（国内）+681（国外）

国内輸送料（250ユーロ）にはVAT18％が別途加
算。BAF（燃料割増料金、168ユーロ）は運送費に
含まれる。
出所： Orphee Veinoglou

②第3国輸出：
調査地工場（アテネ）
→最寄り港（ピレウス）
→ニューヨーク

330（国内）＋1,800（国外） 250（国内）+1,363（国外） 同上

③対日輸入：
横浜港
→最寄り港（ピレウス）
→調査地工場（アテ
ネ）

3,000（国外）＋330（国内） 2,272（国外）+250（国内） 同上

２６.乗用車購入価格
（1500ccセダン）

①22,165
②20,805
③20,805

①16,790
②15,760
③15,760

①Toyota Yaris 1500
②Nissan Almera 1500
③Peugeot　307

２７.大型乗用車購入
価格（2500ccセダン）

①57,095
②77,161
③72,475

①43,250
②58,450
③54,900

①Peugeot 607-3.0
②Saab-Aero2.3T
③Lexus IS300Sport

２８.レギュラーガソリン
価格（１㍑）

1.02～1.08 0.77～0.82

２９. 法人所得税（実効
税率、％）

アテネ証券取引所上場､非上場企業とも同率。
出所： 29.～34.経済財務省

３０. 個人所得税（最高
税率、％）

給与・年金所得者の最低課税額は、11,000ユーロ
（子供無）、+1,000（子供1人）、+2,000（2人）、
+10,000（3人）。
15％（11,000～13000）、30％（13,001～23000）、
40％（23,001）

３１.付加価値税（VAT）
（標準税率、％）

３２.日本への利子送
金課税（最高税
率、％）

ただし、ギリシャで発生した利子収入には、35％源
泉課税。

３３.日本への配当送
金課税（最高税
率、％）

所得に課税されるため、配当に対しては無税。

３４.日本へのロイヤル
ティー送金課税（最高
税率、％）

源泉課税

水
道
料
金

国税： 32
（地方税、その他公租公課は0）

ガ
ス
料
金

輸
　
　
送

自
動
車

税
　
　
制

ロイヤルティーの種類により10または20

 0　（9,500ユーロ以下の所得）
15　（9,501～13,000ユーロ）
30　（13,001～23,000ユーロ）
40　（23,001ユーロ以上）

18（標準）、8（食品、医薬品、交通料金、公共料金）、
4（新聞、書籍）

無税

無税
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ポルトガル（調査都市：リスボン） 【1米ドル＝0.7575ユーロ】で換算

米ドル
現地通貨
ユーロ

備考

１.ワーカー
（月額：一般工職）

737 558
2002年データ
出所： 経済労働省統計局

２.エンジニア
（月額：中堅技術者）

1,811 1,372 同上

３.中間管理職
（月額：部課長クラス）

2,858 2,165 同上

４.法定最低賃金 494.65 374.7
月額。2005年1月1日発効。
出所： 政令（Decreto-Lei）No.242/2004（12/31）

５.賞与支給額
（固定賞与＋変動賞
与）

「休暇手当（夏期）」「クリスマス助成金」として
各1カ月分支給。出所： 労働法

６. 社会保障負担率 出所： 政令No.199/1999（6/8）第3条

７.名目賃金上昇率
2004年は1～10月までの前年同期比（暫定値）。
括弧内は製造業。出所： 国立統計院(INE）

８.工業団地（土地）
購入価格（㎡当たり）

395 299
ロウレス市の工業団地「MARL」
（リスボンから北へ約20km）

９．工業団地借料（月
額）（㎡当たり）

2.75 2.08
モンティージョ市
（リスボンから南東へ約15km）

１０.事務所賃料（月額）
（㎡当たり）

21～33 16～25 リスボン中心部（ビジネス街）

１１.駐在員用住宅借上
料（月額）

1,980～2,640 1,500～2,000
都心周辺および郊外の住宅地、
アパート面積120～200m2、駐車場付き。
入居時に家賃2カ月分を前払い。

１２.電話架設料 113 85
付加価値税（VAT）19％を含む。
出所： 12.～13.ポルトガルテレコム（PT）

１３.電話利用料
月額基本料：20

1分当たり通話料：0.11
超過1分当たり：0.047

月額基本料：15
1分当たり通話料：0.083
超過1分当たり：0.036

市内。VAT19％を含む。
超過料金は秒単位。

１４.国際通話料金
（日本向け3分間）

3.01 2.28
VAT19％を含む。月額基本料0.595ユーロは別。
出所： マルコーニ（PT系列）

１５.携帯電話加入料

１６.携帯電話基本通話
料

月額基本料：16
1分当たり通話料：0.20

月額基本料：12
1分当たり通話料：0.15

VAT19％を含む。
出所： TMN（PT系列）

１７.インターネット接続
料金（電話回線）

38 29
月額基本料（加入料は無料）。VAT 19％を含む。使
用時間無制限、電話料金は別。通信速度： 56Kbps

１８.インターネット接続
料金（ブロードバンド）

204 155
ADSL月額。加入料は別。VAT19％を含む。常時接
続。通信速度： 下り1,024kbps、上り256kbps。

１９.産業用電気料金
（kWh当たり）

月額基本料：147
1kWh当たり料金：0.14

月額基本料：111
1kWh当たり料金：0.10

41.4kVAの場合。VAT19％を含む。

２０.一般用電気料金
（kWｈ当たり）

月額基本料：8.66
1kWh当たり料金：0.16

月額基本料：6.56
1kWh当たり料金：0.12

3.45kVAの場合。VAT19％を含む。

無料

電
気
料
金

基本給の2カ月分

雇用者負担率　　　23.75％
被雇用者負担率 　11.00％

2002年： 0.2％（0.4％）→2003年： △2.2％（△2.4％）
→2004年：0.5％（0.8％）

賃
　
　
金

地
価
・
事
務
所
賃
料
等
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ポルトガル（調査都市：リスボン） 【1米ドル＝0.7575ユーロ】で換算

米ドル
現地通貨
ユーロ

備考

２１.産業用水道料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：108
1m3当たり料金：1.66

月額基本料：81
1m3当たり料金：1.26

50m3まで。VAT5％を含む。

２２.一般用水道料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：4.96
1ｍ3当たり料金：0.71

月額基本料：3.76
1m3当たり料金：0.54

VAT5％を含む。月額基本料は15m3まで。
1m3当たり料金は6～20m3/月まで。

２３.産業用ガス料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：11
1ｍ3当たり料金：0.63

月額基本料：8.23
1ｍ3当たり料金：0.47

VAT5％を含む。
1,001～1万m3までの契約。
出所： 23.～24.リスボンガス会社

２４.一般用ガス料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：3.43
1ｍ3当たり料金：0.88

月額基本料：2.60
1ｍ3当たり料金：0.66

VAT5％を含む。
201～500m3までの契約。

２５.コンテナ輸送
（40ftｺﾝﾃﾅ）

①対日輸出：
調査地工場（ﾛｳﾚｽ）
→最寄り港（ﾛｯﾃﾙﾀﾞﾑ）
→横浜港

①882
②128

①668
②97

①輸送費
②BAF（=Bunker Adjustment Factor、燃料割り増し
料金）

②第3国輸出：
調査地工場（ﾛｳﾚｽ）
→最寄り港（ﾛｯﾃﾙﾀﾞﾑ）
→ニューヨーク

①1,880
②322

①1,424
②244

同上

③対日輸入：
横浜港
→最寄り港（ﾛｯﾃﾙﾀﾞﾑ）
→調査地工場（ﾛｳﾚｽ）

①3,447
②128

①2,611
②97

同上

２６.乗用車購入価格
（1500ccセダン）

31,518 23,875
Honda Civic 1.6ES、1599cc、輸入車、
（本体価格+自動車税*）×VAT（19％）
*排気量 x 8.69-8,640.41 （1250cc以上）

２７.大型乗用車購入価
格（2500ccセダン）

81,368 61,636
Mercedes E240 Classic、2597cc、輸入車
（本体価格+自動車税*）×VAT（19％）
*排気量 x 8.69-8,640.41 （1250cc以上）

２８.レギュラーガソリン
価格（１㍑）

GALP社： 1.339
BP社： 1.336

GALP社： 1.014
BP社： 1.012

燃料価格は2004年1月1日から完全自由化。
2005年1月20日の参考価格。

２９. 法人所得税（実効
税率、％）

出所： 2004年予算法（法第107-B/2003）

３０. 個人所得税（最高
税率、％）

10.5％、13％、23.5％、34％、36.5％、40％の6段階
累進課税。出所： 2005年予算法（法第55-B/2004）

３１.付加価値税（VAT）
（標準税率、％）

括弧内はマデイラ諸島およびアゾレス諸島。出所：
政令No.16/97（1/21）、政令No.16-A/2002（5/31）

３２.日本への利子送金
課税（最高税率、％）

出所： 政令No.442-B/88（11/30）第80条
法No.109-B/2001（12/27）

３３.日本への配当送金
課税（最高税率、％）

出所： 政令No.442-B/88（11/30）　第80条

３４.日本へのロイヤル
ティー送金課税（最高
税率、％）

同上

40%

19（13）%、12（8）%、5（4）%の3種

20%

税
　
　
制

25%

15%

25%

水
道
料
金

ガ
ス
料
金

輸
　
　
送

自
動
車
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フィンランド（調査都市：ヘルシンキ） 【1米ドル=0.7575ユーロ】で換算

米ドル
現地通貨
ユーロ

備考

１.ワーカー（月額：一
般工職）

2,566 1,944 全国産業雇用者連盟（2003年）

２.エンジニア（月額：
中堅技術者）

3,061 2,319 同上

３.中間管理職（月額：
部課長クラス）

4,679 3,544 同上

４.法定最低賃金 なし なし
全国政労使包括協議による最低賃上げ
率に従う。

５.賞与支給額（固定
賞与＋変動賞与）

１～3ヵ月分 １～3ヵ月分
業績給などの通常賞与のほか、労使協定
に定められた休暇手当（6月頃に給与4週
間分、2月頃に1週間分）もあり。

７.名目賃金上昇率 2004年は未発表。出所：統計局

８.工業団地（土地）購
入価格（㎡当たり）

250 189
国土調査局（2003年平均）
ＶＡＴ22%込み

９．工業団地借料（月
額）（㎡当たり）

11～16 8～12 不動産会社DTZにヒアリング

１０.事務所賃料(月
額)（㎡当たり）

26～33 20～25
不動産会社DTZにヒアリング
（市街地は30～40）

１１.駐在員用住宅借
上料(月額）

1,584～3,036 1,200～2,300
コンドミニアム、100㎡前後
ＶＡＴ22%込み
出所：複数の不動産会社による

１２.電話架設料 131 99
出所：エリサコミュニケーション、VAT22%
込み

１３.電話利用料
月額基本料：16

1分当たり通話料：0.17
月額基本料：12

1分当たり通話料：0.13
出所：同上、近距離基本通話料1回当たり
0.12＋1分当たり0.01

１４.国際通話料金（日
本向け３分間）

2.34 1.77
長距離基本通話料1回当たり0.09＋1分当
たり0.009＋日本向け1分当たり0.55　出
所：同上

１５.携帯電話加入料 10 7.89 出所：同上

１６.携帯電話基本通
話料

月額基本料：0～13
1分当たり通話料：0.04～

0.21

月額基本料：0～9.95
1分当たり通話料：0.03

～0.16
契約内容により異なる

１７.インターネット接
続料金（電話回線）

月額基本料：11
1分当たり通話料：0.95

月額基本料：8.24
1分当たり通話料：0.72

13.に同じ。初期契約料なし。

１８.インターネット接
続料金（ブロードバン
ド）

架設料：103
月額基本料：65

開設料：78
月額基本料：49

ADSL(2M/512kbit)

１９.産業用電気料金
（kWh当たり）

月額基本料：13～145
1kWh当たり料金：1.16

月額基本料：9.89～110
1kWh当たり料金：0.09

出所：ヘルシンキエネルギー。契約アンペ
ア数に応じた料金体系。VAT・エネルギー
税込み、夜間は1kWh当たり0.07。

２０.一般用電気料金
（kWｈ当たり）

月額基本料：3.89
1kWh当たり料金：0.11

月額基本料：2.95
1kWh当たり料金：0.08

出所：ヘルシンキエネルギー。契約アンペ
ア数に応じた料金体系。VAT・エネルギー
税込み

保険料率は事業所規模、支払給与総額、
社会保険料徴収会社の運用実績などによ
り若干異なる。

2002年：3.2%→2003年：3.4%→2004年：N.A.

賃
　
　
金

６. 社会保障負担率
〔特記事項〕

雇用者負担率
被雇用者負担率 　5.1%
雇用者負担率の内訳
雇用保険　0.7%
労災保険　0.376～8.109%
年　　　金　19.6～22.7%
グループ保険  0.08%

地
価
・
事
務
所
賃
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電
気
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フィンランド（調査都市：ヘルシンキ） 【1米ドル=0.7575ユーロ】で換算

米ドル
現地通貨
ユーロ

備考

２１.産業用水道料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：5.94～391
1m3当たり料金：2.48

月額基本料：4.50～296
1m3当たり料金：1.88

出所：ヘルシンキ水道、契約使用量に応じ
た料金体。VAT・エネルギー税込み

２２.一般用水道料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：5.94
1ｍ3当たり料金：2.48

月額基本料：4.50
1m3当たり料金：1.88

同上

２３.産業用ガス料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：86～
1ｍ3当たり料金：0.36

月額基本料：65～
1ｍ3当たり料金：0.27

出所：フィンランド・ガス。契約使用量に応
じた料金体系。VAT・エネルギー税込み

２４.一般用ガス料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：15～
1ｍ3当たり料金：0.42

月額基本料：11～
1ｍ3当たり料金：0.32

同上

２５.コンテナ輸送
（40ftコンテナ）

①対日輸出：調査地
工場→最寄り港→横
浜港

1,300 985
工場所在地：ヘルシンキ
最寄り港：ヘルシンキ港
出所：日通

②第3国輸出：調査地
工場→最寄り港→
ニューヨーク

2,800 2,121
工場所在地：ヘルシンキ
最寄り港：ヘルシンキ港
出所：同上

③対日輸入：横浜港
→最寄り港→調査地
工場

3,000 2,273
工場所在地：ヘルシンキ
最寄り港：ヘルシンキ港
出所：同上

２６.乗用車購入価格
（1500ccセダン） 26,469 20,050 オペルアストラ(1600cc)

２７.大型乗用車購入
価格（2500ccセダン） 65,215 49,400 ボルボﾞS80（2900cc）

２８.レギュラーガソリ
ン価格（１㍑） 1.45～1.54 1.10～1.17

VAT、エネルギー税込み
出所：エッソおよびシェル

２９. 法人所得税（％）
配当税率28%、キャピタルゲイン非課税
（条件付き）

３０. 個人所得税（最
高税率、%）

別途、地方住民税（自治体により16～
20％）などがかかる。

３１.付加価値税
（VAT）（標準税
率、％）

国税。年商8,500ユーロ以下の事業者は
納税義務なし。特別物品税などは別途あ
り。

３２.日本への利子送
金課税（最高税
率、％）

日本との租税条約（第11条）

３３.日本への配当送
金課税（最高税
率、％）

日本との租税条約（第10条）
親子間要件：持ち株比率25％以上

３４.日本へのロイヤ
ルティ-送金課税（最
高税率、％）

日本との租税条約（第12条）10%

税
　
　
制

26%

5段階の累進課税。
年収層：固定税額、下限額の超過分にかかる税率
12,000～15,400ユーロ：8ユーロ、10.5％
15,400～20,500ユーロ：365ユーロ、15.0％
20,500～32,100ユーロ：1,130ユーロ、20.5％
32,100～56,900ユーロ：3,508ユーロ、26.5％
56,900ユーロ～：10,080ユーロ、33.5％

標準：22％
食料品・飼料：17％、書籍・医薬品・公共交通：8％

10%

一般：15％、親子間：10％
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デンマーク（調査都市：コペンハーゲン） 【1米ドル=5.6357クローネ】で換算

米ドル
現地通貨
クローネ

備考

１.ワーカー（月額：一
般工職）

3,780 21,301
出所：産業連盟統計課（2004年第3四半
期）

２.エンジニア（月額：
中堅技術者）

7,216 40,667
出所：産業連盟統計課（2004年第3四半
期）

３.中間管理職（月額：
部課長クラス）

7,593 42,794
出所：産業連盟統計課（2004年第3四半
期）

４.法定最低賃金 なし なし
労使協定で定められる最低賃金あり。産
業連盟の会員企業は、時給90.65クロー
ネ。

５.賞与支給額（固定
賞与＋変動賞与）

なし なし
一部の企業では、良い業績をあげた個
人・課などに報奨金を支給。

７.名目賃金上昇率 出所：財務省

８.工業団地（土地）購
入価格（㎡当たり）

89～177 500～1,000

コペンハーゲン郊外、登記料として購入
価格の0.6％と1,400クローネが別途必
要。
出所：シエルセグループ

９．工業団地借料（月
額）（㎡当たり）

土地：0.89～1.77
建物：8.87～16

土地：5～10
建物：50～90

コペンハーゲン郊外、出所：同上

１０.事務所賃料(月
額)（㎡当たり）

13～24 75～135
税込み。電気・暖房費は含まれない。
出所：サドリン&アルベク

１１.駐在員用住宅借
上料(月額）

2,662～3,549 15,000～20,000
契約時に家賃3ヵ月分の敷金と家賃1ヵ
月分を支払う。
出所：Q-マネージメント

１２.電話架設料 169 950 出所：TDC

１３.電話利用料
月額基本料：21

1分当たり通話料：0.04
月額基本料：119

1分当たり通話料：0.25

全国の一般回線向け。携帯電話向け
は、相手の契約会社により1分当たり
1.50～1.75クローネ。通話1回当たり0.25
クローネの接続料が別途かかる。
出所：同上

１４.国際通話料金（日
本向け３分間）

3.59 20

日本側が一般回線電話の場合。携帯電
話の場合は26クローネ。通話1回当たり
0.25クローネの接続料が別途かかる。
出所：同上

１５.携帯電話加入料 18 99 出所：同上

１６.携帯電話基本通
話料

月額基本料：11
1分当たり通話料：0.27

月額基本料：63
1分当たり通話料：1.50

TDCの携帯電話向けには、1分1.13ク
ローネ。接続の可否にかかわらず、発信
1回に0.25クローネの手数料がかかる。
出所：同上

１７.インターネット接
続料金（電話回線）

月額基本料：なし
1分当たり：0.04

月額基本料：なし
1分当たり：0.25

平日昼間料金。1回当たり0.25クローネ
の接続料。請求手数料5クローネ。初期
契約料はなし。
出所：ティスカリ

１８.インターネット接
続料金（ブロードバン
ド）

月額基本料：125 月額基本料：705
ADSL、上り512Kbit、下り2048Kbit。初期
契約料495クローネ。
出所：同上

１９.産業用電気料金
（kWh当たり）

月額基本料：0
1kWh当たり料金：0.32

月額基本料：0
1kWh当たり料金：1.79

さらにメーターのレンタル料がかかる。年
額883.75クローネ。年間使用量が10万
kWh以上用のメータは6,500クローネ。
出所：コペンハーゲンエネルギー

２０.一般用電気料金
（kWｈ当たり）

月額基本料：1.44
1kWh当たり料金：0.32

月額基本料：8.13
1kWh当たり料金：1.79

年額を月額換算。さらにメーターのレンタ
ル料が年額150クローネ。
出所：同上

６. 社会保障負担率
〔特記事項〕

労働市場貢献特別年金：控除差し引き前給与の
1％を被雇用者が負担。ただし2004年の特別減税
により2004・2005年の支払いは停止。
労働市場付加年金：フルタイムの契約の場合、1ヵ
月当たり被雇用者74.55クローネ、雇用者149.10ク
ローネ。

公的医療機関での医療および国民年金
は税金で賄われるため負担なし。労使協
約により国民年金に追加の民間老齢年
金をかけることがある。その場合負担率
は雇用者が給与の6％、被雇用者が
3％。

2002年：4.2%→2003年：3.7%→2004年：3.4%
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デンマーク（調査都市：コペンハーゲン） 【1米ドル=5.6357クローネ】で換算

米ドル
現地通貨
クローネ

備考

２１.産業用水道料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：0
1m3当たり料金：5.44

年額基本料：0
1m3当たり料金：31

メータのレンタル料はメーターの大きさに
よって年額306～17,843クローネ。出所：
同上

２２.一般用水道料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：0
1m3当たり料金：5.44

月額基本料：0
1m3当たり料金：31

メータのレンタル料はメーターの大きさに
よって年額306～17,844クローネ。出所：
同上

２３.産業用ガス料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：0
1ｍ3当たり料金：0.63～

1.20

月額基本料：0
1ｍ3当たり料金：3.56～

6.78

メータのレンタル料は大きさにより年額
424～2,198クローネ。使用量によって異
なる。
出所：同上

２４.一般用ガス料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：0
1ｍ3当たり料金：1.20

月額基本料：0
1ｍ3当たり料金：6.78

メータのレンタル料は年額424クローネ。
出所：同上

２５.コンテナ輸送
（40ftｺﾝﾃﾅｰ）

①対日輸出：調査地
工場→最寄り港→横
浜港

1,451 8,178

工場所在地：グローストロップ
（コペンハーゲン郊外）
最寄り港：コペンハーゲン港
出所：LEMAN

②第3国輸出：調査地
工場→最寄り港→
ニューヨーク

3,480 19,611

工場所在地：グローストロップ
（コペンハーゲン郊外）
最寄り港：コペンハーゲン港
出所：同上

③対日輸入：横浜港
→最寄り港→調査地
工場

2,586 14,573

最寄り港：コペンハーゲン港
工場所在地：グローストロップ（コペン
ハーゲン郊外）
出所：同上

２６.乗用車購入価格
（1500ccセダン）

40,052 225,723 マツダ3 1.6 コンフォート、1,600cc

２７.大型乗用車購入
価格（2500ccセダン）

141,420 797,000 メルセデス・ベンツE240 セダン　2,600cc

２８.レギュラーガソリ
ン価格（１㍑）

1.50 8.47 オクタン95、シェル

２９. 法人所得税（実
行税率、％）

出所：税務省

３０. 個人所得税（最
高税率、%）

出所：同上

３１.付加価値税(VAT)
（標準税率、％）

出所：同上

３２.日本への利子送
金課税（最高税
率、％）

出所：日丁租税条約

３３.日本への配当送
金課税（最高税
率、％）

出所：日丁租税条約およびデンマーク所
得税法

３４.日本へのロイヤ
ルティー送金課税（最
高税率、％）

出所：日丁租税条約

全
体

３５.特筆すべき事項

５．休暇法により、定額の月給を受け取る従業員に対しては、有給休暇中、通常給与に加
え、前年の年収の1％を休暇手当として支払う。時間給の場合は、給与の12.5％を有給休暇
中の給与および休暇手当として支払う。（定額の月給を受け取る従業員も退職時には時間
給と同等の算出方法で翌年分の休暇金を精算する。）　労働協約により別の規定がある場
合は、そちらに従う。
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30%

国税（年収3万7,600クローネ以下：0％、3万7,600ク
ローネ超過分：5.5％、25万9,500超過分：6％、31
万1,500クローネ超過分：15％）に地方税（平均
32.6％、教会税0.7％を除く）を加算。最高税率
59％。

25%

個人：0％（日本での受取人が過去10年間のうち5
年以上デンマークで納税義務を負っていた場合は
10％）、企業：0％

企業（送金元の親会社で過去1年間送金元の株式
資本を20％以上所有した場合）：0％
企業（前述の条件を満たさず送金元企業の議決権
を伴う資本の25％以上を所有する場合）：10％、
企業（それ以外の場合）：15％、個人：15％

10%
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【1米ドル＝6.8534クローナ】で換算

米ドル
現地通貨
クローナ

備考

１.ワーカー（月額：一
般工職）

2,956 20,260 中央統計局。2004年10月時点。

２.エンジニア（月額：
中堅技術者）

4,007 27,465 同上

３.中間管理職（月
額：部課長クラス）

4,932 33,800 同上

４.法定最低賃金 ー ー
法定最低賃金はないが労使協定に基づ
く基本額がある場合もある。

５.賞与支給額（固定
賞与＋変動賞与）

ー ー
企業によっては業績に応じてボーナスを
支給するところがある

７.名目賃金上昇率 中央統計局。2004年は10月の数字

８.工業団地（土地）
購入価格（㎡当たり）

ー ー
一般に土地を購入することはなく、賃貸
が普通。購入した事例は最近はない。

９．工業団地借料
（月額）（㎡当たり）

12～194 83～1330
ストックホルム市開発公社への電話イン
タビューによる。場所や条件によって非
常に異なる。

１０.事務所賃料(月
額)（㎡当たり）

42～52 291～358 スウェーデン投資庁

１１.駐在員用住宅借
上料(月額）

1,605 11,000
ストックホルム市郊外テラスハウス。家具
付き

１２.電話架設料
加入料：98
架設料：51

加入料：675
架設料：350

TeliaSonera社。

１３.電話利用料
月額基本料：18

1分当たり通話料：0.03
月額基本料：125

1分当たり通話料：0.23
出所：同上
契約により異なる。

１４.国際通話料金
（日本向け３分間）

1.38 9.45
同上

１５.携帯電話加入料 36 250
様々なサービス会社・契約形態があり、
金額が異なる。
出所：同上。

１６.携帯電話基本通
話料

月額基本料：8.61～43.63
1分当たり通話料：0.04～

0.57

月額基本料：59～299
1分当たり通話料：0.3～

3.9
出所：同上

１７.インターネット接
続料金（電話回線）

架設料・1分当たり料金
は電話に同じ。
月額基本料なし。

架設料・1分当たり料金
は電話に同じ。
月額基本料なし。

出所：同上

１８.インターネット接
続料金（ブロードバ
ンド）

101.41+(40.71～65.51) 695+(279～449)
出所：同上
スタート料＋月額費。容量により金額が
異なる。

１９.産業用電気料金
（kWh当たり）

月額基本料：2.92
1kWh当たり料金：0.04

月額基本料：20
1kWh当たり料金：0.26

Vattenfall社。変動価格連動料金制・固
定料金制の契約形態あり。

２０.一般用電気料金
（kWｈ当たり）

月額基本料：3.65
1kWh当たり料金：0.10

月額基本料：25
1kWh当たり料金：0.68

同上

スウェーデン（調査都市：ストックホルム）

６. 社会保障負担率
〔特記事項〕

国税庁

雇用者負担率　　　32.46%
被雇用者負担率 　0%
雇用者負担率の内訳
雇用保険　4.45%
医療保険　10.15%
年　　　金　10.21%
そ の 他　 7.65%
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2002年：3.9%→2003年：2.95%→2004年：2.9%
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スウェーデン（調査都市：ストックホルム） 【1米ドル＝6.8534クローナ】で換算

米ドル
現地通貨
クローナ

備考

２１.産業用水道料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：18～2716
1m3当たり料金：1.18

月額基本料：120～
18617

1m3当たり料金：8.06

Stockholm Vatten社。使用量により月額
基本料金が異なる。

２２.一般用水道料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：10
1ｍ3当たり料金：1.18

月額基本料：71
1m3当たり料金：8.06

同上

２３.産業用ガス料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：16
1ｍ3当たり料金：0.61

月額基本料：109
1ｍ3当たり料金 ：4.21

フォートゥム社。いろいろな契約形態があ
る。

２４.一般用ガス料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：16
1㎥当たり料金＝契約に

よる

月額基本料：110
1㎥あたり料金＝契約に

よる
同上

２５.コンテナ輸送（40ft
コンテナ）

①対日輸出：調査地工
場→最寄り港→横浜
港

1,748 11,982
NYK社。諸経費を含まない。1トン当たり
3.4クローナ（0.5米ドル）の環境税および1
コンテナごとに保険料がかかる。

②第3国輸出：調査地
工場→最寄り港→
ニューヨーク

3,184 21,824 同上

③対日輸入：横浜港→
最寄り港→調査地工
場

4,803 32,919 同上

２６.乗用車購入価格
（1500ccセダン）

23,769 162,900 日産アルメーラ 1.8(1760cc)

２７.大型乗用車購入
価格（2500ccセダン）

37,193 254,900 SAAB 9-5(2300CC)

２８.レギュラーガソリン
価格（１㍑）

1.41 10.03 Statoil, 95オクタン

２９. 法人所得税（実行
税率、％）

国税。出所：国税庁

３０. 個人所得税（最高
税率、%）

地方税（居住市によって税率が異なる）。
これに加え、年収298600クローナ以上は
超えた分に対して国税20%、450500ク
ローナ以上は同25%が加算される。
出所：同上

３１.付加価値税(VAT)
（標準税率、％）

一般25%。食料品・輸送・旅行等12%、文
化関係は6%
出所：同上

３２.日本への利子送
金課税（最高税
率、％）

日典二重課税防止条約11条

３３.日本への配当送
金課税（最高税
率、％）

日典二重課税防止条約10条

３４.日本へのロイヤル
ティー送金課税（最高
税率、％）

日典二重課税防止条約12条
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28.9～34%

6%、12%、25%

10%

15%
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ノルウェー（調査都市：オスロ） 【1米ドル＝6.1997クローネ】で換算

米ドル
現地通貨
クローネ

備考

１.ワーカー（月額：一
般工職）

3,743 23,205
諸手当・賞与・残業代込み。出所：ノル
ウェー中央統計局（2004年10月調査）

２.エンジニア（月額：中
堅技術者）

6,152 38,141
諸手当・賞与・残業代込み。大卒のエン
ジニアの賃金レベル。出所：ノルウェー中
央統計局（2004年10月調査）

３.中間管理職（月額：
部課長クラス）

7,399 45,870
諸手当・賞与・残業代込み。出所：ノル
ウェー中央統計局（2004年10月調査）

４.法定最低賃金 なし なし
労働協約による最低賃金が存在。職種・
勤務年数別だが、最低は時給100.2ク
ローネ。出所：労働組合連合

５.賞与支給額（固定賞
与＋変動賞与）

なし なし
一般制度ではないが、業種に応じて1ヵ
月程度の手当、または自社製品を支給
する企業もある。

７.名目賃金上昇率
出所：財務省予算案（2004年）　中央統
計局（2002年、2003年）

８.工業団地（土地）購
入価格（㎡当たり）

63 390
オスロ・グロルッド工業地域。左記に加え
不動産購入登録印紙税（購入価格の
2.5％）　出所：Eiendomsspar

９．工業団地借料（月
額）（㎡当たり）

4.4 27 オスロ・グロルッド工業地域。出所：同上

１０.事務所賃料(月額)
（㎡当たり）

16～40 100～250
市内所在地により異なる。共益費込み。
出所：同上

１１.駐在員用住宅借
上料(月額）

2,258～3,065 14,000～19,000

オスロ市内。市中心部まで車で20分以
内。フラット100～130㎡。駐車場付き。電
気代は含まず。
出所：同上

１２.電話架設料 160 990 出所：テレノール（Telenor）

１３.電話利用料
月額基本料：26

1分当たり通話料：0.03
月額基本料：159

1分当たり通話料：0.21

通話料はノルウェー全国の一般回線対
象（平日昼間）。携帯電話へは、相手側
の契約会社により1分当たり1.19～1.85ク
ローネ。通話1回当たり0.595クローネの
接続料がかかる。出所：同上

１４.国際通話料金（日
本向け３分間）

0.60 3.71

日本側が一般回線電話の場合（携帯の
場合は12.975クローネ）通話1回当たり
0.6クローネの接続料がかかる。
出所：同上

１５.携帯電話加入料 30 188 出所：同上

１６.携帯電話基本通
話料

月額基本料：26
1分当たり通話料：0.12

月額基本料：161
1分当たり通話料：0.74

一般回線への通話 。携帯電話には、相
手の契約会社によって0.86～1.36クロー
ネ。通話1回当たり、0.6クローネの接続
手数料がかかる。
出所：同上

１７.インターネット接続
料金（電話回線）

1分当たり：0.03 1分当たり：0.19

昼間料金。1回当たり0.59クローネの接
続料。3月1日より、日中1分当たり0.17ク
ローネ。 初期契約料・月額基本料はな
し。
出所：同上

１８.インターネット接続
料金（ブロードバンド）

月額：208 月額：1,290

ADSL、上り448Kbit、下り2048Kbit。初期
契約料が通常6,000クローネ程度かかる
が、初期契約料無料キャンペーンもあ
る。
出所：同上

１９.産業用電気料金
（kWh当たり）

月額基本料：19
1kWh当たり料金：0.96

月額基本料：115
1kWh当たり料金：0.60

最も通常なプラン。多量使用の企業に対
しては、割引料金が適用される。
出所：Hafslund Energy

２０.一般用電気料金
（kWｈ当たり）

月額基本料：17
1kWh当たり料金：0.11

月額基本料：108
1kWh当たり料金：0.65

出所：同上

電
気
料
金

負担率は、医療保険・年金等を含めた定
率。雇用者側負担率は、オスロで、一般
の製造業の場合を示す。会社の登録地・
業種・従業員の年齢（62歳以上）等の条
件により軽減税率が適用される。出所：
財務省、税務庁

2002年：6.6％→2003年：3.4％→2004年：4.8％
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通
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賃
　
　
金

６. 社会保障負担率
〔特記事項〕

雇用者負担率　　　14.1%（農林水産業以外の自営
業の収入の場合；10.7％）
被雇用者負担率 　7.8%（年金収入については、
3.0％、年収が2万9,600クローネ未満は0％、また
支払額は、2万9,600クローネ以上の部分の25％以
内に制限されている）
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ノルウェー（調査都市：オスロ） 【1米ドル＝6.1997クローネ】で換算

米ドル
現地通貨
クローネ

備考

２１.産業用水道料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：3
1m3当たり料金：1.07

月額基本料：18
1m3当たり料金：6.64

さらにメータレンタル料がかかる。サイズ
により815～15万6,793クローネ。メータな
しで、住居面積の1.3倍した立方面積を支
払うことも可能。出所：オスロ水道局

２２.一般用水道料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：3
1ｍ3当たり料金：1.07

月額基本料：18
1m3当たり料金：6.64

さらにメータレンタル料がかかる。サイズ
により815～15万6,793クローネ。但しメー
タをもつ住居はオスロで1％程度。住居面
積の1.3倍した数値の立方面積相当の料
金を支払う。出所：同上

２３.産業用ガス料金
（ｍ3当たり）

なし なし

オスロ地域はガスの使用不可。ノル
ウェー西部の一部地域（ベルゲン・スタバ
ンガー等）でのみ利用可能。スタバン
ガー地域の月額基本料は3,125クロー
ネ。利用料は個別設定。割引制度あり。
出所：Lyse

２４.一般用ガス料金
（ｍ3当たり）

なし なし

オスロ地域はガスの使用不可。ノル
ウェー西部の一部地域（ベルゲン・スタバ
ンガー等）でのみ利用可能。スタバン
ガー地域の月額基本料は1,500クロー
ネ。1kWh当たり利用料は0.38クローネ。
出所：同上

２５.コンテナ輸送（40ft
コンテナ）

①対日輸出：調査地工
場→最寄り港→横浜
港

1,613 10,000
工場所在地：オスロ近郊
最寄り港：オスロ港
出所：Wilhelmsen ASA

②第3国輸出：調査地
工場→最寄り港→
ニューヨーク

2,258 14,000
工場所在地：オスロ近郊
最寄り港：オスロ港
出所：同上

③対日輸入：横浜港→
最寄り港→調査地工
場

2,258 14,000
最寄り港：オスロ港
工場所在地：オスロ近郊
出所：同上

２６.乗用車購入価格
（1500ccセダン）

32,889 203,900
日産アルメーラ1.5、4ドアセダン。国内諸
税込み（初年の道路税2,815クローネも
含）出所：Nissan Norge A/S

２７.大型乗用車購入価
格（2500ccセダン）

93,553 580,000
メルセデスベンツ240E（スダンダード・モ
デル）国内諸税込み。出所：Autostern
A/S

２８.レギュラーガソリン
価格（１㍑）

1.48 9.20
出所：スタットオイル(オスロ市内，2005年
1月16日時点）

２９. 法人所得税（実行
税率、％）

海運業・発電業については、課税方式が
異なる。出所：財務省

３０. 個人所得税（最高
税率、%）

年金生活者及びフィンマルク・北トロムス
地方には別レートが存在。出所：財務省・
税務庁

３１.付加価値税(VAT)
（標準税率、％）

出所：財務省

３２.日本への利子送金
課税（最高税率、％）

条約例、間接融資等免税、延払債権の
利子の免税、償還差益を含む。出所；日
本・ノルウェー二国間租税条約（財務省）

３３.日本への配当送金
課税（最高税率、％）

親子間要件；持株比率25％以上、事業年
度終了まで6カ月以上株式を所有。出所；
日本・ノルウェー二国間租税条約（財務
省）

３４.日本へのロイヤル
ティー送金課税（最高
税率、％）

パテント譲渡を含み機器・賃貸料は含ま
ない。出所；日本・ノルウェー二国間租税
条約（財務省）

全
体

３５.特筆すべき事項
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休暇法により、雇用者は前年給与総額（賃金・残業手当を含むが、前年度の休暇手当は含ま
ず）の10.2％を夏季休暇手当として支給。60歳を超える者は、12.5％。

税
　
　
制

28%（国税21.25％、地方税6.75％）、オフショアにお
ける石油・ガス採掘については、特別税50％が別
途課される。

基本税率は、各種控除額を引いた課税対象額に
対して28％（但し3万4,200クローネ以下は無税）　さ
らに所得が3万4,200クローネを超え38万1,000ク
ローネまでの部分（世帯の場合は39万3,700クロー
ネ）は12.0％、所得が80万0,000クローネを超える部
分に対しては15.5％が課される。

25％(標準税率）、アルコール飲料以外の飲料及び
食品に関する軽減税率は11％、公共交通・映画
（鑑賞券・映画製作ともに）・ノルウェー国営放送へ
の軽減税率は7％。

10%

一般：15％、親子間：5％

10%
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スイス（調査都市：ジュネーブ） 【1米ドル＝1.1722スイス・フラン】で換算

米ドル
現地通貨
スイス・フラン

備考

１.ワーカー（月額：一般
工職）

4,898 5,742 出所：ジュネーブ州政府統計局

２.エンジニア（月額：中
堅技術者）

6,162 7,223 出所：同上

３.中間管理職（月額：
部課長クラス）

6,991 8,195 出所：同上

４.法定最低賃金 2,133～2,986 2,500～3,500
統一されたものはなく業界団体／組合が
個別に設定

５.賞与支給額（固定賞
与＋変動賞与）

出所：ジュネーブ州政府

７.名目賃金上昇率
2004年推定値。出所:経済省経済事務局
（ＳＥＣＯ）　月報 2004年12月号

８.工業団地（土地）購
入価格（㎡当たり）

117～171 130～200
産業地区の最低～最高
出所：ジュネーブ州政府からのヒアリング

９．工業団地借料（月
額）（㎡当たり）

11～24 13～28 出所：ジュネーブ州政府

１０.事務所賃料(月額)
（㎡当たり）

21～49 25～58 出所：同上

１１.駐在員用住宅借上
料(月額）

1,280～2,303 1,500～2,700
2寝室の物件
出所：同上

１２.電話架設料 37 43
工事費が別途加算される　出所：スイス
コム

１３.電話利用料
月額基本料：22

1分当たり通話料：0.07
月額基本料：25

1分当たり通話料：0.08
国内通話料金　出所：同上

１４.国際通話料金（日
本向け３分間）

0.64 0.75 毎分0.40フラン加算

１５.携帯電話加入料
電話機は別。SIMカードは40フラン。出
所：同上

１６.携帯電話基本通話
料

月額基本料：13
1分当たり通話料：0.56

月額基本料：15
1分当たり通話料：0.70

ビジネス向け基本料金NATEL Corporate
BASIC 出所：同上

１７.インターネット接続
料金（電話回線）

月額基本料：14 月額基本料：17
通常回線。1分あたり2.13（無契約の場
合）　出所：同上

１８.インターネット接続
料金（ブロードバンド）

月額基本料：42～85 月額基本料：49～99 ADSL回線。出所：同上

１９.産業用電気料金
（kWh当たり）

N.A. N.A.

契約ベースで変動し、固定料金は発表さ
れていない。
出所：ＳＩＧ　（Service Industries de
Geneve）

２０.一般用電気料金
（kWｈ当たり）

月額基本料：なし
1kWh当たり料金：0.22

月額基本料：なし
1kWh当たり料金：0.26

最も基本的な料金体系を選択した場合。
利用時間、利用量等に応じて、料金体系
を選択できる。出所：同上

電
気
料
金

ア：スイス全国で共通（AVS4.2%,　AI0.7%,
APG0.15%,　AC1.0%）
イ：州労働者によって率が異なるもの
(LPP6.8%, LAA0～1.2%,家族手当1.7％、
妊婦手当0.13％）雇用主は上記に加えて
休暇、祝日手当11.93％も負担する義務
を負う。出所：同上

2002年：1.8％→2003年：1.4％→2004年：1.4％
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６. 社会保障負担率
〔特記事項〕

①雇用者負担率　　　15.88%
②被雇用者負担率 　11.78%
雇用者負担率の内訳
　ア：6.05％
　イ9.83％

給与1ヵ月分
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スイス（調査都市：ジュネーブ） 【1米ドル＝1.1722スイス・フラン】で換算

米ドル
現地通貨
スイス・フラン

備考

２１.産業用水道料金
（ｍ3当たり）

N.A. N.A.
契約ベースで変動し、固定料金は発表さ
れていない。
出所：同上

２２.一般用水道料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：なし
1ｍ3当たり料金：2.32

月額基本料：なし
1m3当たり料金：2.72

１㎥あたり上水1.29、下水1.43
出所：同上

２３.産業用ガス料金
（ｍ3当たり）

N.A. N.A.
契約ベースで変動し、固定料金は発表さ
れていない。
出所：同上

２４.一般用ガス料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：なし
1ｍ3当たり料金：0.01

月額基本料：なし
1ｍ3当たり料金：0.01

調理器具用。暖房用は1㎥当たり0.006な
ど、利用方法、時間帯によって料金は異
なる。
出所：同上

２５.コンテナ輸送（40ft
コンテナ）

①対日輸出：調査地工
場→最寄り港→横浜
港

2,389 2,800
工場所在地：ジュネーブ
最寄り港:ロッテルダム港
出所：スイス日通

②第3国輸出：調査地
工場→最寄り港→
ニューヨーク

2,901 3,400
工場所在地：ジュネーブ
最寄り港：ロッテルダム港
出所：同上

③対日輸入：横浜港→
最寄り港→調査地工
場

3,839 4,500
最寄り港：ハンブルク港
工場所在地：ジュネーブ
出所：同上

２６.乗用車購入価格
（1500ccセダン）

22,522 26,400
ホンダ･シビック　1600ｃｃ（日・仏･伊車が
中価格帯）

２７.大型乗用車購入価
格（2500ccセダン）

31,309 36,700 ホンダ･アコード　2500ｃｃ　

２８.レギュラーガソリン
価格（１㍑）

1.19 1.40 出所：ジュネーブ市内でヒアリング

２９. 法人所得税（実行
税率、％）

ジュネーブ州の場合。地方税率は州ごと
に異なる。交渉により軽減措置もある。出
所・ジュネーブ州

３０. 個人所得税（最高
税率、%）

ジュネーブ州の場合。
出所：同上

３１.付加価値税(VAT)
（標準税率、％）

ホテル宿泊3.6％、食品2.4％等軽減税率
あり。出所：同上

３２.日本への利子送金
課税（最高税率、％）

条約例、間接融資等免税
二国間租税条約

３３.日本への配当送金
課税（最高税率、％）

親子間要件(持株比率25％以上、6ヶ月
以上所有）
二国間租税条約

３４.日本へのロイヤル
ティー送金課税（最高
税率、％）

パテント譲渡(真正譲渡を除く）を含む。
二国間租税条約

水
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金

ガ
ス
料
金

輸
　
　
送

自
動
車

10％

税
　
　
制

国　　　 　　　　税　　　　　　　　　8.5　%
地　　　方　　　税　　　　　　 　24.18 %(上限）

33％

7.6％

10％

一般：15％、親子間：10％
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【1米ドル＝0.7575ユーロ】で換算

米ドル
現地通貨
ユーロ

備考

１.ワーカー（月額：一般
工職）

2,455 1,860

２.エンジニア（月額：中
堅技術者）

N.A. N.A.

３.中間管理職（月額：
部課長クラス）

N.A. N.A.

４.法定最低賃金 時間給　13 時間給　9.79
建設業界のみの規定。産業別の労働協
約によって規定される。出所：連邦経済
省

５.賞与支給額（固定賞
与＋変動賞与）

但し一部事業所では夏季手当（月給の50
～100％）の支給事例もある。

７.名目賃金上昇率 出所：ブランデンブルク州平均

８.工業団地（土地）購
入価格（㎡当たり）

66～79 50～60
次の２種機関情報の平均額
ブランデンブルク州土地供給公社および
州内デベロッパー

９．工業団地借料（月
額）（㎡当たり）

0.40～1.32 0.30～1.00 同上

１０.事務所賃料(月額)
（㎡当たり）

8～16 6～12 同上

１１.駐在員用住宅借上
料(月額）

990～ 750～
①3室+台所+浴室（床面積約80㎡）
②光熱水道・冬季暖房料は含まない。
出所：同上

１２.電話架設料 79 60
ISDNおよびDSL使用で分岐器自己接続
の場合も同額　出所：ドイツテレコム（T-
ネット）

１３.電話利用料

月額基本料：（1）21（2）31
1分当たり通話料：
市内0.05(共通)、

国内（1）0.16 （2） 0.12

月額基本料：（1）16（2）
24

1分当たり通話料：
市内0.04(共通)、

国内（1）0.12（2）0.09

平日昼間　（1）通常回線（2）ISDN回線
出所：同上

１４.国際通話料金（日
本向け３分間）

0.10～3.13 0.07～2.37
出所：ドイツテレコム（Ｔ-コム）、格安国際
電話（01058サービスなど）

１５.携帯電話加入料 33 25 ドイツテレコム（T-モバイル）

１６.携帯電話基本通話
料

月額基本料：6.53～40
1分当たり通話料：0.20～

0.65

月額基本料：4.95～30
1分当たり通話料：0.15

～ 0.49

契約・時間帯により異なる。1分当たり通
話料は、国内固定回線向け。出所：同上

１７.インターネット接続
料金（電話回線）

月額基本料：6.53
1分当たり料金：0.21

月額基本料：4.95
1分当たり接続料：0.02

ほかに月額基本料0ユーロなど、5種類の
従時間制サービスあり。出所：ドイツテレ
コム（T-オンライン）

１８.インターネット接続
料金（ブロードバンド）

加入料：132
月額料金：40

加入料：100
月額料金：30

ほかに8種類の従量・従時間制サービス
あり。出所：同上

１９.産業用電気料金
（kWh当たり）

月額基本料：16
1kWh当たり料金：0.20

月額基本料：12
1kWh当たり料金：0.15

消費量859～4254ｋWh時の年間基本料
を月額換算。ＶＡＴ（16％）別。2005年1月
1日現在。出所：ポツダム市電力

２０.一般用電気料金
（kWｈ当たり）

月額基本料：4.77
1kWh当たり料金：0.21

月額基本料：3.61
1kWh当たり料金：0.16

消費量116～3736ｋWh時の年間基本料
を月額換算。ＶＡＴ（16％）別。2005年1月
1日現在。出所：ポツダム市電力
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2002年：1.6％→2003年：1.4％→2004年：N.A.
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以下のブランデンブルク州3機関の該当
統計の平均値１．州労働局、２．州統計
局、　３．ドイツ労働総同盟ブランデンブ
ルク州支部

クリスマス手当（月給の50～100％）

６. 社会保障負担率
〔特記事項〕

雇用者負担率　　20.85%+労災保険（全額雇用主負
担）
被雇用者負担率 　20.85%
雇用者負担率の内訳
失業保険料　3.25%
健康保険料　7.15%（標準保険料率）
老齢年金保険料　9.75%
そ の 他　 介護保険　0.85%、労災保険（※）

医療保険の両立は利用健康保険組合に
よって異なるためドイツ平均(iwdによる推
計）を記入した。※労財保険も業種毎の
労災保険期間により異なる。全額雇用主
負担
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【1米ドル＝0.7575ユーロ】で換算

米ドル
現地通貨
ユーロ

備考

２１.産業用水道料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：8.71
1㎥当たり料金：6.50

月額基本料：66
1㎥当たり料金：4.92

月6,000～1万㍑使用時の月額基本料。
(上水道18.15、下水道48.45）
出所：ポツダム　エネルギー･水力社

２２.一般用水道料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：13
1㎥当たり料金：6.50

月額基本料：10
1㎥当たり料金：4.92

月2,500㍑以下使用時の月額基本料。(上
水道2.81、下水道7.50）
出所：同上

２３.産業用ガス料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：6.60
1㎥当たり料金：0.07

月額基本料：5.37
1㎥当たり料金：0.004

年間消費量2988～6505kWh時の年間基
本量を月額換算。VAT(16%)別。2003年1
月1日現在。出所：ポツダム(天然）ガス公
社

２４.一般用ガス料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：2.64
1㎥当たり料金：0.009

月額基本料：1.93
1㎥当たり料金：0.007

①年間消費量　2987kWh以下の時の年
額基本料を月額換算。VAT(16%)別。2003
年1月1日現在。出所：同上

２５.コンテナ輸送（40ft
コンテナ）

①対日輸出：調査地工
場→最寄り港→横浜
港

N.A. N.A.

②第3国輸出：調査地
工場→最寄り港→
ニューヨーク

N.A. N.A.

③対日輸入：横浜港→
最寄り港→調査地工
場

N.A. N.A.

２６.乗用車購入価格
（1500ccセダン）

19,802 15,000
同排気量車種の平均価格
出所：民間ディーラ３社からの聴取金額
平均

２７.大型乗用車購入価
格（2500ccセダン）

33,003 25,000
同排気量車種の平均価格
出所：同上

２８.レギュラーガソリン
価格（１㍑）

1.32 1.00 市内平均：セルフサービス式

２９. 法人所得税（実行
税率、％）

法人税に加え連帯付加税(法人税の
5.5％）が付加される。
出所：ポツダム商工会議所
（www.potsdam.ink24.de）

３０. 個人所得税（最高
税率、%）

①05年1月1日から改定施行。
②最低税率15％～最高税率42％の累進
税率システム。
③単身・独身者と夫婦合算税率表あり。
出所：同上

３１.付加価値税(VAT)
（標準税率、％）

軽減税率（７％）
出所：同上

３２.日本への利子送金
課税（最高税率、％）

日独租税条約第11条による利子課税

３３.日本への配当送金
課税（最高税率、％）

日独租税条約第10条による配当源泉課
税

３４.日本へのロイヤル
ティー送金課税（最高
税率、％）

パテント譲渡(真正譲渡を除く）を含む。
日独租税条約第12条による使用料課税

自
動
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制

国　　　 　　　　税　　　　　　　　25.0%
地　　　方　　　税　　　　　　 　　10.3 %(ポツダム市）

最低税率：15％、最高税率：42%
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ポーランド（調査都市：ワルシャワ） 【1米ドル＝3.0748ズロチ】で換算

米ドル
現地通貨
ズロチ

備考

１.ワーカー（月額：一
般工職）

407～650 1,250～2,000
税込み月給。日系製造業を対象に調査。
2005年1月実施。

２.エンジニア（月額：
中堅技術者）

911～1,594 2,800～4,900 同上

３.中間管理職（月額：
部課長クラス）

1,464～3,252 4,500～10,000 同上

４.法定最低賃金 276 849 2005年1月1日から適用。

５.賞与支給額（固定
賞与＋変動賞与）

金銭のみならず、乗用車、携帯電話、老
人介護の費用負担などを賞与としている
企業もある。

７.名目賃金上昇率
2004年は速報値。
出所：中央統計局

８.工業団地（土地）購
入価格（㎡当たり）

10～35 31～108 出所：マクソン不動産

９．工業団地借料（月
額） （㎡当たり）

2.93～4.88 9～15 同上

１０.事務所賃料(月額)
（㎡当たり）

15～35 46～108
VAT（22％）、共益費別。
出所：ディップサービス社

１１.駐在員用住宅借
上料(月額）

1,500～2,500 4,612～7,687
ワルシャワ中心部および近郊のアパート
（100～140㎡、2LDK～3LDK）。家具、駐
車場、警備付き。

１２.電話架設料 119 366
VAT（22％）含む。
出所：ポーランドテレコム

１３.電話利用料
月額基本料：14

1分当たり通話料： 0.11
月額基本料：43

1分当たり通話料：0.35

VAT（22％）含む。
1分当たり通話料：市内通話料金。同料
金にて3分まで通話可能。
出所：同上

１４.国際通話料金（日
本向け３分間）

2.5 7.68
VAT（22％）含む。
出所：同上

１５.携帯電話加入料 119 366
VAT（22％）含む。
出所：PTK Centertel

１６.携帯電話基本通
話料

月額基本料：45
1分当たり通話料：0.22

月額基本料137
1分当たり通話料：0.68

VAT（22％）含む。
無料通話分が200分までの契約の料金。
他に、無料通話時間により料金が変動す
る4種類（25、50、100、400分）の契約形
態がある。
出所：同上

１７.インターネット接
続料金（電話回線）

24 73

VAT（22％）含む。
月間使用時間30時間以内の定額月額料
金。他に、3種類（5、15、45時間）の契約
形態がある。
出所：ポーランドテレコム

１８.インターネット接
続料金（ブロードバン
ド）

設置料：317
月額基本料金 ：178

設置料： 975
月額基本料金：548

VAT（22％）含む。
ADSL 2Mbps、使用無制限。企業向け料
金。
出所：同上

１９.産業用電気料金
（kWh当たり）

月額基本料：1.74
1KWh当たり料金： 0.09

月額基本料：5.34
1KWh当たり料金 ：0.29

VAT（22％）含む。
一般的な契約の金額。契約内容により、
月額基本料、使用料ともに異なる。
出所：シュトーエン社（電力、ガス会社）

２０.一般用電気料金
（kWｈ当たり）

月額基本料：3.09
1KWh当たり料金： 0.09

月額基本料：9.49
1KWh当たり料金 ：0.28

同上

（１）被雇用者負担率18.71％の内訳は、
年金保険9.76％、生活保護保険6.50％、
疾病保険2.45％。これに加え、健康保険
料として（給料-社会保険料）×8.50％。
（２）再就職のための職業訓練
（３）会社が倒産した場合に支払われる保
険
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2002年：3.4％→2003年：2.8％→2004年：4.1％

給与1ヵ月分を年１回支給することが多い。

６. 社会保障負担率
〔特記事項〕

雇用者負担率　19.83～22.72％
被雇用者負担率　18.71％＋健康保険料（１）
雇用者負担率の内訳
年金保険　9.76％
生活保護保険 6.50％
傷害保険　0.97～3.86％
失業保険（２） 2.45％
失業保険（３） 0.15％
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ポーランド（調査都市：ワルシャワ） 【1米ドル＝3.0748ズロチ】で換算

米ドル
現地通貨
ズロチ

備考

２１.産業用水道料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：なし
1m3当たり料金：0.70

月額基本料：なし
1m3当たり料金：2.16

VAT（7％）含む。
出所：ワルシャワ市水道局

２２.一般用水道料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：なし
1m3当たり料金：0.70

月額基本料：なし
1m3当たり料金：2.16

同上

２３.産業用ガス料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：20
+1㎡を1時間供給毎に

0.01加算
1㎡当たり料金

（１）0.23
（２）0.22

月額基本料：60
+1㎡を1時間供給毎に

0.04加算
1㎡当たり料金

（１）0.72
（２）0.68

VAT（22％）含む。
一般的な契約の金額。契約内容により、
月額基本料、使用料ともに異なる。
（１）10月1日～3月31日
（２）4月1日～9月30日
出所：シュトーエン社（電力、ガス会社）

２４.一般用ガス料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：2.86
1㎡当たり料金：0.28

月額基本料：8.80
1㎡当たり料金：0.85

VAT（22％）含む。
一般的な契約の金額。契約内容により、
月額基本料、使用料ともに異なる。
出所：同上

２５.コンテナ輸送（40ft
ｺﾝﾃﾅ）

①対日輸出：調査地
工場→最寄り港→横
浜港

1,950 5,996

工場所在地：ワルシャワ
最寄り港：グディニア港（ハンブルグ港経
由）
出所：日本郵船ポーランド

②第3国輸出：調査地
工場→最寄り港→
ニューヨーク

N.A. N.A.

③対日輸入：横浜港
→最寄り港→調査地
工場

4,760 14,636

最寄り港：グディニア港（ハンブルグ港経
由）
工場所在地：ワルシャワ
出所：日本郵船ポーランド

２６.乗用車購入価格
（1500ccセダン） 19,969 61,400

ＶＡＴ（22％）含む。
トヨタカローラ（1600cc、輸入車）

２７.大型乗用車購入
価格（2500ccセダン） 67,972 208,999

ＶＡＴ（22％）含む。
メルセデス･ベンツE240(2600cc、輸入車)

２８.レギュラーガソリ
ン価格（１㍑） 1.15 3.54

VAT、物品税含む。
出所：アウトツェントルム

２９. 法人所得税（実
行税率、％）

2004年1月1日から適用。

３０. 個人所得税（最
高税率、％）

19％、30％、40％、50％の累進課税。
税率は、年収3万7,024ズロチ以下は
19％､7万4,048ズロチ以下は30％､60万
ズロチ以下は40％、60万ズロチ超は
50％。

３１.付加価値税(VAT)
（標準税率、％）

一部の食品、医療品、観光サービスなど
については7％、3％の軽減税率を適用。

３２.日本への利子送
金課税（最高税
率、％）

日本・ポーランド二国間租税条約（第10
条）

３３.日本への配当送
金課税（最高税
率、％）

日本・ポーランド二国間租税条約（第11
条）

３４.日本へのロイヤル
ティー送金課税（最高
税率、％）

日本・ポーランド二国間租税条約（第12
条）
※文化的使用料は免税。
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チェコ（調査都市：プラハ） 【1米ドル＝23.0638コルナ】で換算

米ドル
現地通貨
コルナ

備考

１.ワーカー（月額：一
般工職）

727 16,767 日系製造業25社対象（2004年5月）

２.エンジニア（月額：
中堅技術者）

938 21,634 同上

３.中間管理職（月額：
部課長クラス）

2,363 54,500 同上

４.法定最低賃金 312 7,185
出所：最低賃金に関する政令
2005年1月1日発効

５.賞与支給額（固定
賞与＋変動賞与）

７.名目賃金上昇率
2004年は第3四半期まで
出所：統計局

８.工業団地（土地）購
入価格（㎡当たり）

プラハ：26～132
プラハ以外：13～46

プラハ：600～3,044
プラハ以外：300～1,061

出所：キャッシュマン・ウェイクフィールド
ヘアリ＆ベーカー

９．工業団地借料（月
額） （㎡当たり）

プラハ：6.20～7.92
プラハ以外：5.28～6.60

プラハ：143～183
プラハ以外：122～152

同上

１０.事務所賃料(月額)
（㎡当たり）

プラハ中心部：14～24
プラハ郊外：11～20

プラハ中心部：323～554
プラハ郊外：254～461

出所：Colliers International

１１.駐在員用住宅借
上料(月額）

2,429 56,023 プラハ郊外庭付き集合住宅地

１２.電話架設料 157～172 3,621～3,967 出所：チェコ・テレコム

１３.電話利用料
月額基本料：20～79

1分当たり通話料：0.03～
0.30

月額基本料：461～1,822
1分当たり通話料：0.69

～6.92
同上

１４.国際通話料金（日
本向け３分間）

平日：1.75
夜間、祝日：1.74

平日：40.4
夜間、祝日：40.1

平日：7～19時
出所：同上

１５.携帯電話加入料 25 580 出所：ユーロテル 

１６.携帯電話基本通
話料

月額基本料：10～155
1分当たり通話料：0.14～

0.51

月額基本料：232～3,564
1分当たり通話料：3.21

～11.78
同上

１７.インターネット接
続料金（電話回線）

月額基本料：41
1時間当たり：1.00～2.61

月額基本料：950
1時間当たり：22.97～

60.21
出所：チェコ・テレコム

１８.インターネット接
続料金（ブロードバン
ド）

設置料：129
月額基本料：46～293

設置料：2,975
月額基本料：1,070～

6,753
同上

１９.産業用電気料金
（kWh当たり）

月額基本料：0.35～271
1kWh当たり料金：0.04～

0.07

月額基本料：8～6,245
1kWh当たり料金：0.85～

1.53
出所：プラハ電力

２０.一般用電気料金
（kWｈ当たり）

月額基本料：0.78～52
1kWh当たり料金：0.04～

0.27

月額基本料：18～1,203
1kWh当たり料金：0.88～

6.30
同上
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2002年：7.3％→2003年：6.6％→2004年：6.7％

変動賞与：1～2ヵ月分が目安

６. 社会保障負担率
〔特記事項〕

雇用者負担率　　　35.0％
被雇用者負担率 　12.5％
雇用者負担率の内訳
雇用保険　1.2％
医療保険　9.0％
年　　　金　21.5％
そ の 他　 3.3％
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チェコ（調査都市：プラハ） 【1米ドル＝23.0638コルナ】で換算

米ドル
現地通貨
コルナ

備考

２１.産業用水道料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：なし
1m3当たり料金：1.85

月額基本料：なし
1m3当たり料金：42.75

出所：プラハ水道局 

２２.一般用水道料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：なし
1m3当たり料金：1.85

月額基本料：なし
1m3当たり料金：42.75

同上

２３.産業用ガス料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：1.60～430
1ｍ3当たり料金：0.27～

0.47

月額基本料：37～9,928
1ｍ3当たり料金：6.12～

10.86
出所：プラハ・ガス

２４.一般用ガス料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：1.60～13
1ｍ3当たり料金：0.31～

0.47

月額基本料：37～293
1ｍ3当たり料金：7.10～

10.86
同上

２５.コンテナ輸送（40ft
ｺﾝﾃﾅ）

①対日輸出：調査地
工場→最寄り港→横
浜港

1,710 39,439
工場所在地：プラハ
最寄り港：ハンブルグ港

②第3国輸出：調査地
工場→最寄り港→
ニューヨーク

23.3トンまで：2,850
28.3トンまで：2.930

23.3トンまで：65,741
28.3トンまで：67,586

工場所在地：プラハ
最寄り港：ブレーマーハーフェン港

③対日輸入：横浜港
→最寄り港→調査地
工場

3,982 91,849
最寄り港：ハンブルグ港
工場所在地：プラハ

２６.乗用車購入価格
（1500ccセダン） 19,940 459,900

シュコダ・オクタビア　1.6 MPI/75kW
出所：シュコダ・オート

２７.大型乗用車購入
価格（2500ccセダン） 42,270 974,900

シュコダ・スペルプ　2.5TDI/120KW
出所：同上

２８.レギュラーガソリ
ン価格（１㍑） 1.04 24

出所：チェコ通信「日刊ビジネス・ニュー
ス」

２９. 法人所得税（実
行税率、％）

国税。
2006年には24％に引き下げられる予定。

３０. 個人所得税（最
高税率、％）

３１.付加価値税(VAT)
（標準税率、％）

３２.日本への利子送
金課税（最高税
率、％）

出所：日本・チェコ二国間租税条約第11
条

３３.日本への配当送
金課税（最高税
率、％）

親子間要件：持株比率25％以上、配当支
払日まで6ヵ月以上株式を所有。
出所：日本・チェコ二国間租税条約（財務
省）

３４.日本へのロイヤル
ティー送金課税（最高
税率、％）

文化的ロイヤルティは免税。
出所：日本・チェコ二国間租税条約第12
条
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10%

一般：15％、親子間:10％

10%

19%
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スロバキア（調査都市：ブラチスラバ） 【1米ドル＝29.2391コルナ】で換算

米ドル
現地通貨
コルナ

備考

１.ワーカー（月額：一
般工職）

530 15,500
2004年第3四半期。熟練工(全国平均)。
出所：統計局

２.エンジニア（月額：中
堅技術者）

735 21,500 出所：同上

３.中間管理職（月額：
部課長クラス）

1,026 30,000 出所：同上

４.法定最低賃金 222 6,500
2004年10月1日以降。
出所：政令第525/2004号

５.賞与支給額（固定賞
与＋変動賞与）

夏季休暇前またはクリスマス前に支払わ
れるケースが多い。

７.名目賃金上昇率 2004年第1～3四半期。出所：統計局

８.工業団地（土地）購
入価格（㎡当たり）

3.42～13.68 100～400
対象地点により異なる(例：高速道路へ
の近遠、インフラの有無など）。出所：現
地不動産会社からのヒアリング

９．工業団地借料（月
額）（㎡当たり）

2.74～4.10 80～120
対象地点、補助施設により異なる。出
所：同上

１０.事務所賃料(月額)
（㎡当たり）

11～21 330～600
ブラチスラバ。対象地点、補助施設(エア
コン、情報通信ネットワーク、駐車場な
ど）により異なる。出所：同上

１１.駐在員用住宅借
上料(月額）

513～1,368 15,000～40,000

ブラチスラバ。家具付き(電気、ガス、暖
房は別)、概ね50～90㎡のアパート）。郊
外の場合、同条件の物件が半額。出所：
同上

１２.電話架設料 34 999
ＶＡＴ（19％）を除く。出所：スロバキアテレ
コム

１３.電話利用料
月額基本料：31

1分当たり通話料：0.12
月額基本料：899

1分当たり通話料：3.50

月額基本料金：国内通話料180分を含
む。1分当たりの料金：月～金のピーク時
（午前7時～午後7時）の料金。 ＶＡＴを除
く。出所：同上

１４.国際通話料金（日
本向け３分間）

1.02 30 ＶＡＴを除く。出所：同上

１５.携帯電話加入料 27 799 ＶＡＴを除く。出所：オレンジ

１６.携帯電話基本通
話料

月額基本料：27
1分当たり通話料：0.21

月額基本料：789
1分当たり通話料：6

月額基本料金：国内通話料120分を含
む。1分当たりの料金：月～金のピーク時
（午前8時～午後6時）の料金。ＶＡＴを除
く。出所：同上

１７.インターネット接続
料金（電話回線）

月額基本料金：11
1時間当たりの料金：1.64

　　月額基本料金：319
1時間当たりの料金：48

ＶＡＴを除く。接続料金はない。出所：スロ
バキアテレコム

１８.インターネット接続
料金（ブロードバンド）

46 1,341
ADSL：DSL512スタンダード（下り最高：
512kbps, 上り最高128kbps)の場合。ＶＡ
Ｔ除く。出所：同上

１９.産業用電気料金
（kWh当たり）

月額基本料：6.94
1kWh当たり料金：0.05～

0.10

月額基本料：203
1kWh当たり料金：1.60～

2.80
ＶＡＴを除く。出所：ＺＳＥ

２０.一般用電気料金
（kWｈ当たり）

月額基本料：5.81
1kWh当たり料金：0.13

月額基本料：170
1kWh当たり料：3.85

年間使用料1,254kWh以上の世帯の場
合。VAT除く。出所：同上
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労働災害保険の料率は業務の種類に
よって異なる。
補償基金：従業員への給与支払い不能
となった場合、従業員は同基金から支払
いを受ける。

2002年：9.3％→2003年：6.3％→2004年：9.9％

1ヵ月分

６. 社会保障負担率
〔特記事項〕

雇用者負担率　　　34.7～36.5%
被雇用者負担率 　13.4%
雇用者負担率の内訳
雇用保険　1.0％
医療保険　10.0％
年　　　金　21.75％
そ の 他　 疾病保険1.4％、補償基金0.25％、労働
災害保険　0.3～2.1%、
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スロバキア（調査都市：ブラチスラバ） 【1米ドル＝29.2391コルナ】で換算

米ドル
現地通貨
コルナ

備考

２１.産業用水道料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：なし
1m3当たり料金：0.95

月額基本料：なし
1m3当たり料金：28

ＶＡＴ除く。出所：中部スロバキア水道会
社（STVS）

２２.一般用水道料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：なし
1ｍ3当たり料金：0.81

月額基本料：なし
1m3当たり料金：24

ＶＡＴ除く。出所：同上

２３.産業用ガス料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：25
1ｍ3当たり料金：0.27

月額基本料：728
1ｍ3当たり料金：7.95

年間使用量6万～40万㎥の企業の場合。
ＶＡＴ除く。出所：スロバキアガス（SPP）

２４.一般用ガス料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：6.21
1ｍ3当たり料金：0.36

月額基本料：182
1ｍ3当たり料金：10

年間使用量1,700～6,500㎥の世帯。ＶAT
除く。出所：同上

２５.コンテナ輸送（40ft
コンテナ）

①対日輸出：調査地工
場→最寄り港→横浜
港

2,639 77,162
工場所在地：ブラチスラバ
最寄り港：ハンブルグ港、
出所：シェンカー・スロバキア

②第3国輸出：調査地
工場→最寄り港→
ニューヨーク

3,706 108,360
工場所在地：ブラチスラバ
最寄り港：ハンブルグ港
出所：同上

③対日輸入：横浜港→
最寄り港→調査地工
場

5,327 155,757
最寄り港：ハンブルグ港
工場所在地：ブラチスラバ
出所：同上

２６.乗用車購入価格
（1500ccセダン）

20,517 599,900 トヨタ・カローラ1.6WT-i

２７.大型乗用車購入価
格（2500ccセダン）

44,153 1,291,000 トヨタ・アベンシス2.4WT-i D-4

２８.レギュラーガソリン
価格（１㍑）

1.14 33 ９５オクタン価の無鉛ガソリン

２９. 法人所得税（％） 単一税率（2004年1月より導入）

３０. 個人所得税（最高
税率、%）

同上

３１.付加価値税(VAT)
（標準税率、％）

同上

３２.日本への利子送金
課税（最高税率、％）

出所：日本・スロバキア二重課税回避条
約

３３.日本への配当送金
課税（最高税率、％）

同上

３４.日本へのロイヤル
ティー送金課税（最高
税率、％）

同上

全
体

３５.特筆すべき事項

19%

19%

休暇法により、雇用者は前年給与総額（賃金・残業手当を含むが、前年度の休暇手当は含ま
ず）の10.2％を夏季休暇手当として支給。60歳を超える者には、12.5％。

なし

なし

なし

19%
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ハンガリー（調査都市：ブダペスト） 【1米ドル＝187.048フォリント】で換算

米ドル
現地通貨
フォリント

備考

１.ワーカー（月額：一
般工職）

586～965 109,600～180,500
グロス。
出所：OMMK（National Employment
Office)

２.エンジニア（月額：
中堅技術者）

1,919～3,047 359,000～570,000
グロス。
出所：同上

３.中間管理職（月額：
部課長クラス）

1,497～3,368 280,000～630,000
グロス。
出所：同上

４.法定最低賃金 305 57,000
グロス。
改定日：2005年1月1日

５.賞与支給額（固定
賞与＋変動賞与）

出所：OMMK（National Employment
Office)

７.名目賃金上昇率 出所：中央統計局

８.工業団地（土地）購
入価格（㎡当たり）

4.28～21 800～4,000

VAT（25％）は含まず。
工業用地を購入する場合には、10％の
不動産所有者税がかかる。
出所：ハンガリー投資貿易促進公社
（ITDH）

９．工業団地借料（月
額） （㎡当たり）

4.01～9.09 750～1,700
VAT（25％）は含まず。
出所：ITDH

１０.事務所賃料(月
額)（㎡当たり）

19～29 3,472～5,456

VAT（25％）は含まず。
共益費は850～1,100フォリント/㎡(VAT
（25％）含む)
出所：キャッシュマン・ウェイクフィールド
ヘアリ＆ベーカー

１１.駐在員用住宅借
上料(月額）

A：2,377～3,301
B：1,981～2,905

A：444,613～617,445
B：370,542～543,374

A:120㎡コンドミニアムタイプ,2台分ガ
レージ付き,ブダペスト高級住宅街
B:Aと同じタイプ。築5年。価格には共益
費は含まず。また契約締結時に2ヵ月分
レンタル料が必要。
出所：ユーロセンター（不動産業者）

１２.電話架設料

個人アナログ回線：27
ビジネスアナログ回線：

42
ISDN回線1年契約：53

個人アナログ回線：
4,990

ビジネスアナログ回線：
7,900

ISDN回線1年契約：
99,00

VAT（25％）含む。
出所：MATAV

１３.電話利用料

月額基本料
個人：17

ビジネス：23
ISDN：35

1分当たり通話料：0.06

月額基本料
個人：3,210

ビジネス：4,375
ISDN：6,600

1分当たり通話料：11.1

同上

１４.国際通話料金（日
本向け３分間）

一般電話：2.67
公衆電話：4.22

一般電話：499
公衆電話：789

同上

１５.携帯電話加入料 27 5,000
VAT（25％）含む。
出所：T-モバイル

１６.携帯電話基本通
話料

月額基本料：
（１）10
（２）47

1分当たり通話料：
（１）0.33
（２）0.19

月額基本料：
（１）1,875
（２）8,750

1分当たり通話料：
（１）61
（２）36

VAT（25％）含む。
1分当たり通話料は平日のピーク時
（１）7～16時
（２）7～20時
出所：T-モバイル

１７.インターネット接
続料金（電話回線）

ADSL(ビジネス)
接続料：80

月額基本料：93
ADSL(個人)
接続料：33

月額基本料：86

ADSL(ビジネス)
接続料：14,950

月額基本料：17,375
ADSL(個人)
接続料：6,125

月額基本料：16,125

VAT（25％）含む。
出所：AXELERO

１８.インターネット接
続料金（ブロードバン
ド）

ADSL接続料：なし
月額基本料：253

ADSL接続料：なし
月額基本料：47,375

同上

１９.産業用電気料金
（kWh当たり）

月額基本料：5.62
1kWh当たり料金ピーク

時：0.08
非ピーク時：0.05

月額基本料：1,051
1kWh当たり料金ピーク

時：15
非ピーク時：10.2

VAT（25％）は含まず。
出所：ブダペスト電力

２０.一般用電気料金
（kWｈ当たり）

月額基本料：無料
1kWh当たり料金：0.15

月額基本料：無料
1kWh当たり料金：28

同上
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出所：財務省, 健康税は2005年11月1日
より1,950フォリントに変更される。

2002年:19.6％→2003年：14.3％→2004年：N.A.

1～2ヵ月

６. 社会保障負担率
〔特記事項〕

雇用者負担率　　32.0％（+3,450フォリント（月額）)
被雇用者負担率 12.5％
雇用者負担率の内訳
雇用保険　3.0％
医療保険　11.0％
年　　　金　18.0％
健康税　 3,450フォリント
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ハンガリー（調査都市：ブダペスト） 【1米ドル＝187.048フォリント】で換算

米ドル
現地通貨
フォリント

備考

２１.産業用水道料金
（ｍ3当たり）

0.26 49
VAT（15％）は含まず。
月額基本料は使用量による。
出所：首都水道局

２２.一般用水道料金
（ｍ3当たり）

0.81 151
VAT（15％）は含まず。
月額基本料はなし。
出所：同上

２３.産業用ガス料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：1.80
1ｍ3当たり料金：0.34

月額基本料：336
1ｍ3当たり料金：63

VAT（15％）は含まず。
月額基本料：基本容量が20㎥までの場
合
出所：ブダペストガス

２４.一般用ガス料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：1.80
1ｍ3当たり料金：0.34

月額基本料：336
1ｍ3当たり料金：63

VAT（15％）は含まず。
1㎥当たりの料金は基本容量が3,000㎥
以上の場合
出所：同上

２５.コンテナ輸送（40ft
ｺﾝﾃﾅ）

①対日輸出：調査地
工場→最寄り港→横
浜港 4,200～4,400 785,602～823,011

工場所在地：ブダペスト
最寄り港：ハンブルグ
ブダペスト→ハンブルグ：400～600米ド
ル
出所：BIRKART GLOBISTICS Hungary
Ltd.

②第3国輸出：調査地
工場→最寄り港→
ニューヨーク 2,750～2,950 514,382～551,791

工場所在地：ブダペスト
最寄り港：ハンブルグ
ブダペスト→ハンブルグ：400～600米ド
ル
ニューヨーク港→ニューヨーク州：650米ド
ル
出所：同上

③対日輸入：横浜港
→最寄り港→調査地
工場 4,700～5,000 879,126～935,240

最寄り港：ハンブルグ
工場所在地：ブダペスト
横浜→ハンブルグ：4,100～4,200米ドル
ハンブルグ→ブダペスト：600～800米ド
ル
出所：同上

２６.乗用車購入価格
（1500ccセダン） 17,215 3,220,000

スズキイグニス1.5GS（税込み）
出所：スズキオーブダディーラー

２７.大型乗用車購入
価格（2500ccセダン） 65,946 12,335,000

メルセデスE240（2600ｃｃ）（税込み）
出所：メルセデスベンツハンガリー

２８.レギュラーガソリ
ン価格（１㍑）

1.29 241 出所：ＭＯＬ（2005年1月24日現在）

２９. 法人所得税（実
行税率、％）

イノベーション税(収益の0.25％)、自動車
登録税(113,000～2,835,000フォリント)、
エネルギー税（電気：186フォリント
/MWh、ガス：56フォリント/GJ)、環境税
（汚染規模などによる）
出所：財務省

３０. 個人所得税（最
高税率、％）

150万フォリント超分につき適用。
出所：同上

３１.付加価値税(VAT)
（標準税率、％）

出所：同上

３２.日本への利子送
金課税（最高税
率、％）

出所：同上

３３.日本への配当送
金課税（最高税
率、％）

出所：同上

３４.日本へのロイヤル
ティー送金課税（最高
税率、％）

出所：同上
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38%

税
　
　
制

国税　　　16％
地方税　　0～2％（地方政府の決定による）
その他公租公課：イノベーション税、自動車登録
税、エネルギー税、環境税など

10%

10%

10%

基本：25％、基礎生活品など：15％、教育、薬品な
ど：5％
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スロベニア（調査都市：リュブリャナ） 【1米ドル＝181.565トラール】で換算

米ドル
現地通貨
トラール

備考

１.ワーカー（月額：一
般工職）

749～1,049 136,000～190,500 出所：スロベニア統計局

２.エンジニア（月額：中
堅技術者）

1,348～2,014 244,800～365,700 出所：同上

３.中間管理職（月額：
部課長クラス）

2,290～3,506 415,800～636,600 出所：同上

４.法定最低賃金 647 117,500
2004年10月現在。
出所：同上

５.賞与支給額（固定賞
与＋変動賞与）

2,788 506,253
休暇手当(137,853）＋食事手当
（278,400）＋通勤手当（90,000）。
出所：同上

７.名目賃金上昇率
2004年は10月期の前年比。
出所：スロベニア統計局

８.工業団地（土地）購
入価格（㎡当たり）

100～325 18,100～59,000
リュブリャナ郊外。土地・建物の購入は
VATの対象外。出所：現地不動産業者

９．工業団地借料（月
額）（㎡当たり）

5.47～11 994～1,920
リュブリャナ郊外。VAT20%含む。
出所：同上

１０.事務所賃料(月額)
（㎡当たり）

26 4,800
リュブリャナ市内。VAT20%含む。
出所：同上

１１.駐在員用住宅借
上料(月額）

①958～1,692
②991～4,032

①174,000～345,600
②180,000～732,000

リュブリャナ市内。①アパート、②一軒
家。VAT20%含む。
出所：同上

１２.電話架設料 117 21,300
VAT20%含む。
出所：テレコムスロベニア

１３.電話利用料
月額基本料：14

1分当たり通話料：0.03
月額基本料：2600

1分当たり通話料：6.30
出所：同上

１４.国際通話料金（日
本向け３分間）

2.26 410 出所：同上

１５.携帯電話加入料 16 2,844 出所：モビテル

１６.携帯電話基本通
話料

月額基本料：11
1分当たり通話料：0.12

月額基本料：2,000
1分当たり通話料：21

出所：同上

１７.インターネット接続
料金（電話回線）

初期契約料：167
月額基本料金：70

初期契約料：30,252
月額基本料：12,700

VAT含む。
出所：テレコムスロベニア

１８.インターネット接続
料金（ブロードバンド）

初期契約料：167
月額基本料金：70

初期契約料：30,252
月額基本料：12,700

通信速度：下り1,024kbps。VAT含む。
出所：同上

１９.産業用電気料金
（kWh当たり）

①0.12
②0.04

①22
②7.15

年間20万kWh以上の需要家。VAT含む。
①6～22時（4～11月）、6～13時と16～
22時（12～3月）
②14～17時と23～翌6時（11～4月）、13
～16時（5～10月）、毎週日曜日。
出所：リュブリャナ電力

２０.一般用電気料金
（kWｈ当たり）

①0.13
②0.07

①23
②12

①、②同上
出所：同上

2002年：9.8％→2003年：7.6％→2004年：5.1%

６. 社会保障負担率
〔特記事項〕

被雇用者負担率： 　22.1%
雇用者負担率：　　　16.1%
雇用者負担率の内訳
雇用保険：0.06%、医療保険：6.56%、年金：8.85%、
労災保険：0.53%、育児保険：0.10%

2005年1月現在。
出所：スロベニア財務省
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スロベニア（調査都市：リュブリャナ） 【1米ドル＝181.565トラール】で換算

米ドル
現地通貨
トラール

備考

２１.産業用水道料金
（ｍ3当たり）

0.72 131 出所：Holding Ljubljana

２２.一般用水道料金
（ｍ3当たり）

0.31 56 出所：同上

２３.産業用ガス料金
（ｍ3当たり）

0.79 144 出所：JP Energetika Ljubljana

２４.一般用ガス料金
（ｍ3当たり）

0.90 163 出所：同上

２５.コンテナ輸送（40ft
コンテナ）

①対日輸出：調査地工
場→最寄り港→横浜
港

1,890 343,158

工場所在地：リュブリャナ
最寄り港：コペル
出所：インターヨーロッパ（大手フォワー
ダー）

②第3国輸出：調査地
工場→最寄り港→
ニューヨーク

2,320 421,231

工場所在地：リュブリャナ
最寄り港：コペル
第3国仕向け港：ニューヨーク
出所：同上

③対日輸入：横浜港→
最寄り港→調査地工
場

3,390 615,505
最寄り港：コペル
工場所在地：リュブリャナ
出所：同上

２６.乗用車購入価格
（1500ccセダン）

19,773 3,590,000
ホンダ・シビック、1400ｃｃ。VAT含む。
出所：現地自動車販売店

２７.大型乗用車購入価
格（2500ccセダン）

62,687 11,381,815
メルセデス、ベンツE270、2700ｃｃ。VAT
含む。出所：同上

２８.レギュラーガソリン
価格（１㍑）

1.08 197
無鉛ガソリン。VAT含む。
出所：現地ガソリンスタンド

２９. 法人所得税（実行
税率、％）

課税所得はキャピタルゲイン、受取配当
金を含む。地方税：なし。
出所：財務省

３０. 個人所得税（最高
税率、%）

出所：財務省

３１.付加価値税(VAT)
（標準税率、％）

出所：同上

３２.日本への利子送金
課税（最高税率、％）

出所：同上

３３.日本への配当送金
課税（最高税率、％）

出所：同上

３４.日本へのロイヤル
ティー送金課税（最高
税率、％）

出所：同上
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基本税率：17%
年収150万8,571～301万7,140トラールの部分：35%
同301万7,140～452万5,7130トラールの部分：37%
同452万5,7130～603万4,281トラールの部分：40%
同603万4,281～905万1,422トラールの部分：45%
905万1,422トラール以上の部分：50%

税
　
　
制

基本税率：20％
軽減税率：8.5％

なし

15%

なし

25%
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エストニア（調査都市：タリン） 【1米ドル=11.8512クローン】で換算

米ドル
現地通貨
クローン

備考

１.ワーカー（月額：一
般工職）

400 4,742 投資庁

２.エンジニア（月額：
中堅技術者）

907 10,748 同上

３.中間管理職（月額：
部課長クラス）

1,818 21,543 同上

４.法定最低賃金 227 2,690 2005年1月1日改定

５.賞与支給額（固定
賞与＋変動賞与）

業績に応じ、1ヵ月分または、なしの企業
が多い

７.名目賃金上昇率 統計局

８.工業団地（土地）購
入価格（㎡当たり）

37.1 440 郊外、ユリ工業団地、VAT18%込み

９．工業団地借料（月
額）   （㎡当たり）

6.75 80 同上

１０.事務所賃料(月
額)（㎡当たり）

13～19 150～230 中心地区、VAT18%込み

１１.駐在員用住宅借
上料(月額）

590～1,097 7,000～13,000 同上、コンドミニアム

１２.電話架設料
法人：169
個人：70

法人：1,999
個人：  824

法人：エリオン オフィス向けISDN
個人：エリオン 個人向け

１３.電話利用料

月額基本料
法人：54.8　個人：8.3
1分当たり通話料

法人：0.02　個人：0.01～
0.03

月額基本料
法人：650、個人：98
1分当たり通話料

法人：0.28　個人：0.14～0.34

同上

１４.国際通話料金（日
本向け３分間）

法人：5.32
個人：6.33

法人：63
個人：75

同上

１５.携帯電話加入料 8.35 99 EMT、ビジネス向け

１６.携帯電話基本通
話料

月額基本料：
1アンペア当たり5.0
1分当たり通話料：

0.15～0.21

月額基本料：
59

1分当たり通話料：
1.75～2.50

同上

１７.インターネット接
続料金（電話回線）

0.01～0.03 0.14～0.34 国内通話料金に同じ、56Kb/s

１８.インターネット接
続料金（ブロードバン
ド）

架設料：149
月額基本料：100

架設料：1,770
月額基本料：1,180

エリオン、1Hbps

１９.産業用電気料金
（kWh当たり）

月額基本料：
1アンペア当たり0.34
1kWh当たり料金：0.09

月額基本料：
1アンペア当たり　4

1kWh当たり料金：1.03
エストニアエネルギー

２０.一般用電気料金
（kWｈ当たり）

月額基本料：0
1kWh当たり料金：0.11～

月額基本料：0
1kWh当たり料金：1.26～

同上

通
信
費

電
気
料
金

2004年は未発表

2002年：11.5%→2003年：9.4%→2004年：N.A..
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６. 社会保障負担率
〔特記事項〕

雇用者負担率　　　34%
被雇用者負担率 　0.5%
雇用者負担率の内訳
雇用保険　１%
医療保険　13%
年　　　金　20%
そ の 他　 なし
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エストニア（調査都市：タリン） 【1米ドル=11.8512クローン】で換算

米ドル
現地通貨
クローン

備考

２１.産業用水道料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：0
1m3当たり料金：4.13～6.11

月額基本料：0
1m3当たり料金：49～72

タリン水道。下水使用量に応じた価格設
定

２２.一般用水道料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：0
1ｍ3当たり料金：1.78

月額基本料：0
1m3当たり料金：21

出所：同上

２３.産業用ガス料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：0
1ｍ3当たり料金：0.01～0.02

月額基本料：0
1ｍ3当たり料金：0.15～0.18

天然ガス。年間使用量に応じた個別契
約。年間1000万㎥以上の場合は毎月料
金が変動。出所：エストニアガス

２４.一般用ガス料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：0
1ｍ3当たり料金：0.21～0.40

月額基本料：0
1ｍ3当たり料金：2.5～4.7

天然ガス。年間使用量に応じた料金体
系。出所：同上

２５.コンテナ輸送
（40ftｺﾝﾃﾅ）

①対日輸出：調査地
工場→最寄り港→横
浜港

1,534 18,180
工場所在地：タリン
最寄り港：タリン港
出所：コンビフラクトエスティー

②第3国輸出：調査地
工場→最寄り港→
ニューヨーク

2,620 31,050
工場所在地：タリン
最寄り港：タリン港
出所：同上

③対日輸入：横浜港
→最寄り港→調査地
工場

3,632 43,044
工場所在地：タリン
最寄り港：タリン港
出所：同上

２６.乗用車購入価格
（1500ccセダン） 14,969 177,400 日産アルメラ1.5、輸入車

２７.大型乗用車購入
価格（2500ccセダン） 85,131 1,008,900 メルセデス・ベンツS350、輸入車

２８.レギュラーガソリ
ン価格（１㍑） 0.90 11 スタットオイル

２９. 法人所得税（％）
2006年：22％、2007年：20％。再投資分
は非課税（2008年まで）。
固定資産税は別途あり　出所：投資庁

３０. 個人所得税（最
高税率、%）

2006年：22％、2007年：20％。課税最低
所得（月額）は2005年：1,700クローン、
2006年：2,000クローン。出所：同上

３１.付加価値税(VAT)
（標準税率、％）

国税。書籍・医薬品などは5％
出所：同上

３２.日本への利子送
金課税（最高税
率、％）

2006年：22％、2007年：20％
出所：同上

３３.日本への配当送
金課税（最高税
率、％）

2006年：22％、2007年：20％
出所：同上

３４.日本へのロイヤ
ルティ-送金課税（最
高税率、％）

2006年：22％、2007年：22％
出所：同上
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ラトビア（調査都市：リガ） 【1米ドル＝0.5315ラッツ】で換算

米ドル
現地通貨
ラッツ

備考

１.ワーカー（月額：一般
工職）

329～602 175～320
出所：HRcompanyFontesR&I社。
平均月給は基本給＋諸手当。

２.エンジニア（月額：中
堅技術者）

644～990 342～526 同上

３.中間管理職（月額：
部課長クラス）

1,859～3,270 988～1,738 同上

４.法定最低賃金 151 80 労働法および閣僚会議規則

５.賞与支給額（固定賞
与＋変動賞与）

ー ー
企業によっては業績に応じてボーナスを
支給する。

７.名目賃金上昇率 2004年は9月までの数字

８.工業団地（土地）購
入価格（㎡当たり）

24～397 13～211
場所により大幅に異なる。リガ市内は高
価。
出所：OBER HAUS

９．工業団地借料（月
額）（㎡当たり）

1.3～11 0.7～5.6
公共サービス料金およびVAT18%を含
む。

１０.事務所賃料(月額)
（㎡当たり）

4.0～33 2.1～18 同上

１１.駐在員用住宅借上
料(月額）

コンドミニアム：470～
2,258

一戸建て：753～2,634

コンドミニアム：250～
1,200

一戸建て：400～1,400

コンドミニアム：40～250㎡、一戸建て：95
～300㎡。VAT18%および公共料金込み。
出所：同上

１２.電話架設料 66 35 VAT18%込み。Lattelecom社

１３.電話利用料

月額基本料：（個人）6.7、
(企業)13.3

1分当たり通話料：(市
内)0.04,(市外)0.13

月額基本料：（個人）
3.54、（企業）7.08

1分当たり通話料：（市
内）0.02,（市外）0.07

同上

１４.国際通話料金（日
本向け３分間）

2.33 1.24 同上

１５.携帯電話加入料 29 15 VAT18%込み。LMT社

１６.携帯電話基本通話
料

月額基本料：19
1分当たり通話料：0.19

月額基本料：10
1分当たり通話料：0.99

同上

１７.インターネット接続
料金（電話回線）

月額基本料：18
1時間当たり接続料：22

月額基本料：9.5
1時間当たり接続料：12

VAT18%込み。契約により異なる。

１８.インターネット接続
料金（ブロードバンド）

月額基本料：94
（StartDSL384Kbit/s）、

325（同2M）

月額基本料：50
（StartDSL384Kbit/s）、

173(同2M)

VAT18%込み。384Kbit設置料29ラッツ
（54.5USD）、同２M設置料190ラッツ
（357.5USD）

１９.産業用電気料金
（kWh当たり）

月額基本料：18
1kWh当たり料金：0.08

月額基本料：9.60
1kWh当たり料金：0.04

VAT18%を含まない。Latvenergo社。使用
量や使用時間により料金が異なる。

２０.一般用電気料金
（kWｈ当たり）

1kWh当たり料金：0.08 1kWh当たり料金：0.05
VAT18%込み。月額基本料なし。
Latvenergo社

雇用者は左記に加えて企業主税（倒産
時の雇用人への補償金となる）を0.35ラッ
ツ（0.66USD）納める。

雇用者負担率　　　24.09%
被雇用者負担率 　9%

2002年　8.5%→2003年：11.4%→ 2004年：9.2%

６. 社会保障負担率
〔特記事項〕
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ラトビア（調査都市：リガ） 【1米ドル＝0.5315ラッツ】で換算

米ドル
現地通貨
ラッツ

備考

２１.産業用水道料金
（ｍ3当たり） 1m3当たり料金：0.83 1m3当たり料金：0.44

VAT5％を含まない。月額基本料なし。
出所：RigasUden社

２２.一般用水道料金
（ｍ3当たり） 1ｍ3当たり料金：0.83 1m3当たり料金：0.43

同上

２３.産業用ガス料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：1.17
1ｍ3当たり料金：0.12～

0.18

月額基本料：0.62
1ｍ3当たり料金：0.06～

0.09

契約形態、季節により異なる。
出所：Latvia Gaze社

２４.一般用ガス料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：1.45
1ｍ3当たり料金：0.19～

0.21

月額基本料：0.77
1ｍ3当たり料金：0.10～

0.11

VAT18%を含む。使用量により料金が異
なる。
出所：同上

２５.コンテナ輸送（40ft
コンテナ）

①対日輸出：工場（リ
ガ）→横浜港

1,547 822
保険料、通関手続き料を含まない。
P&O Nedlloyd社

②対米輸出：工場（リ
ガ）→ニューヨーク

2,645 1,406 同上

③対日輸入：横浜港→
工場（リガ）

4,045 2,150 同上

２６.乗用車購入価格
（1500ccセダン）

(1)14,103
(2)18,115

(1)7,496
(2)9,628

(1)ルノー（Thalia）1500cc
(2)三菱（Lancer) 1600cc

２７.大型乗用車購入
価格（2500ccセダン）

(1)53,183
(2)23,071

(1)28,267
(2)12,262

(1)ボルボ（S80C）2500cc
(2)プジョー（407）3000cc

２８.レギュラーガソリン
価格（１㍑）

0.92～0.94 0.49～0.50 ガソリン税込み。

２９. 法人所得税（実行
税率、％）

国税。
出所：税･関税法および法人税法

３０. 個人所得税（最高
税率、%）

一律税率
出所：税・関税法および所得税法

３１.付加価値税(VAT)
（標準税率、％）

出所：税・関税法および付加価値税法

３２.日本への利子送
金課税（最高税
率、％）

出所：29に同じ。

３３.日本への配当送
金課税（最高税
率、％）

出所：同上

３４.日本へのロイヤル
ティー送金課税（最高
税率、％）

出所：同上

全
体

３５.特筆すべき事項
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15%

25%

2004年5月のラトビアEU加盟後、ラトビア国内におけるユーロの重要性が増している。ラッツ
に対する米ドルの下落は2003年ほどではなかったが2004年も下落傾向にあった。また、
2004年はインフレ率の高い年でもあった（6.2%）。
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リトアニア（調査都市：ヴィリニュス） 【1米ドル=2.6368リタス】で換算

米ドル
現地通貨
リタス

備考

１.ワーカー（月額：一
般工職）

259～518
379～758

　682～1,367
1,000～2,000

（上）全国平均（下）工業都市の大手
企業の相場　出所：社会保険労働省

２.エンジニア（月額：
中堅技術者）

　495～1,099
1,138～1,896

1,306～2,897
3,000～5,000

同上

３.中間管理職（月
額：部課長クラス）

2,655～3,413 7,000～9,000
工業都市の大手企業の相場
出所：同上

４.法定最低賃金 （1）190　（2）1.12 （1）500　（2）2.95
（1）月給（2）時間給
2004年5月１日改定　出所：同上

５.賞与支給額（固定
賞与＋変動賞与）

― ―
一般制度ではない。月給1ヵ月程度を
支給する企業もある。出所：同上

７.名目賃金上昇率 2004年は未発表。出所：同上

８.工業団地（土地）
購入価格（㎡当た
り）

4.55 12

ヴィリニュス北100km、ウテナ工業団
地。地域経済への投資等により価格
交渉も可。出所：ウテナ市経済開発
財務部

９．工業団地借料
（月額）（㎡当たり）

1.52～7.58 4～20
市内・郊外の工業団地、建物付。税・
諸経費含まず。仲介料は通常借上料
の3％とVAT。出所：オーバーハウス

１０.事務所賃料(月
額)（㎡当たり）

①10～21
②4.55～13

①27～55
②12～35

①中心地　②郊外
税・諸経費は含まず。手数料は借上
料１ヵ月分の50％。　出所：同上

１１.駐在員用住宅借
上料(月額）

721～1,327 1,900～3,500

市内の家具付アパートメント、80～
140㎡､駐車場付。個人家主では家主
の所得税20％が含まれ､法人では
VATが賃借料に通常追加される。諸
経費含まず。不動産業者手数料は借
上料１ヵ月分の50％。出所：同上

１２.電話架設料 95 250
VAT込み料金
出所：リトアニアテレコム

１３.電話利用料

月額基本料：
企業11、個人8.72

接続料：1回0.05　　1分当
たり：（1）0.05（2）0.01

月額基本料：
企業28、個人23

接続料：1回0.14　1分当
たり：（1）0.12 （2）0.03

（1）平日7～20時
（2）平日20～翌7時および土日・祝日
VAT込み　出所：同上

１４.国際通話料金
（日本向け３分間）

（1）8.86  （2）6.20 （1）23   （2）16
（1）平日6～20時 （2）平日20～翌6時
と土日・祝日、VAT込み、出所：同上

１５.携帯電話加入料 なし なし 出所：ビテ

１６.携帯電話基本通
話料

月額基本料：11
（1）0.13～0.30
（2）0.08～0.21

月額基本料：30
（1）0.35～0.80
（2）0.21～0.55

通話先の契約、利用量による。基本
料で30分国内通話可。VAT込み。（1）
平日8～20時　（2）平日20～翌8時お
よび土日・祝日　出所：同上

１７.インターネット接
続料金（電話回線）

月額基本料：19
接続料：1回0.02
1分当たり通話料：

（1）0.05（2）0.03（3）0.02

月額基本料：50
接続料：1回0.04

1分当たり通話料：（1）
0.13（2）0.09（3）0.05

（1）平日7～20時　（2）6～7時・20～
24時と土日・祝日（3）24～翌6時
56Kbps, VAT込み　出所：オムニテル

１８.インターネット接
続料金（ブロードバ
ンド）

開設料：157
月額料金：336

開設料：413
月額料金：885

ADSL1,024kbps（下り）512kbps（上り）
VAT込み　出所：同上

１９.産業用電気料金
（kWh当たり）

月額基本料：なし
1kWh当たり料金:0.05～

0.12

月額基本料：なし
1kWh当たり料金：

0.12～0.31

料金は契約内容、平日・土日、時間
帯、電気コンロ利用有無などによる。
VAT込み 出所：ヴィリニュスエレクトラ

２０.一般用電気料金
（kWｈ当たり）

月額基本料：なし
1kWh当たり料金:

0.06～0.14

月額基本料：なし
1kWh当たり料金：

0.15～0.36

平日・土日、時間帯、電気コンロ利用
有無などによる。VAT込み 出所：同
上

電
気
料
金

出所：同上

雇用者負担率：31％
（内訳：失業保険1.4％、労災保険　0.3％、医療保
険　3.0％、年金23.5％、出産・育児保険　2.8％）
被雇用者負担率：3％

2002年：3.8％→2003年：7.8％→2004年：N.A.
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６. 社会保障負担率
〔特記事項〕
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リトアニア（調査都市：ヴィリニュス） 【1米ドル=2.6368リタス】で換算

米ドル
現地通貨
リタス

備考

２１.産業用水道料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：なし
1㎥当たり料金：

（1）0.30 （2）0.72 （3）0.37
（4）0.53 （5）3.67～4.87

月額基本料：なし
1㎥当たり料金：（1）0.78
（2）1.89 （3）0.98 （4）
1.40 （5）9.67～13

VAT込み（1）冷水(上水）（2）冷水（下
水）（3）冷水（汚水処理用）（4）冷水
（産業排水処理用）（5）温水への加熱
料　出所：ヴィリニュスヴァンデニース

２２.一般用水道料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：なし
1㎥当たり料金：

（1）1.56（2）3.67～4.87

月額基本料：なし
1㎥当たり料金：

（1）4.12 （2）9.67～13

（1）冷水(上・下水道）
（2）温水への加熱料
VAT込み　　出所：同上

２３.産業用ガス料金
（ｍ3当たり）

（1）月額基本料：なし
1㎥当たり：0.42

（2）月額基本料：1.14～
6.07

1㎥当たり：0.20～0.29
（3）月額基本料：5

1㎥当たり：0.14～0.17

（1）月額基本料：なし
1㎥当たり：1.10

（2）月額基本料：3～16
1㎥当たり：0.52～0.76
（3）月額基本料：13

1㎥当たり：0.37～0.44

年間消費量（1）～90㎥、VAT込み
（2）90㎥～2万㎥、VAT込み　（3）2万
㎥～1,500万㎥、VAT含まず
 天然ガス。　出所：リトアニアガス

２４.一般用ガス料金
（ｍ3当たり）

（1）月額基本料：なし
1㎥当たり：0.42

（2）月額基本料：1.14～
6.07

1㎥当たり：0.20～0.29
（3）月額基本料：5

1㎥当たり：0.14～0.17

（1）月額基本料：なし
1㎥当たり：1.10

（2）月額基本料：3～16
1㎥当たり：0.52～0.76
（3）月額基本料：13

1㎥当たり：0.37～0.44

年間消費量（1）～90㎥、VAT込み
（2）90㎥～2万㎥、VAT込み　（3）2万
㎥～1,501万㎥、VAT含まず
 天然ガス。　出所：リトアニアガス

２５.コンテナ輸送
（40ftコンテナ）

①対日輸出：調査地
工場→最寄り港→
横浜港

2,000 5,274
輸送費のみ、工場所在地：ヴィリニュ
ス、最寄り港：クライペダ港　出所：マ
リコンタ（NYKライン代理店）

②第3国輸出：調査
地工場→最寄り港
→ニューヨーク

2,700 7,119
輸送費のみ、工場所在地：ヴィリニュ
ス、最寄り港：クライペダ港、第3国仕
向け港：ニューヨーク港　出所：同上

③対日輸入：横浜港
→最寄り港→調査
地工場

4,050 10,679
輸送費のみ、最寄り港：クライペダ
港、工場所在地：ヴィリニュス　出所：
同上

２６.乗用車購入価格
（1500ccセダン）

21,427 56,500
ホンダシビック　1,590cc　VAT18％込
み　出所：シベルアウト

２７.大型乗用車購入
価格（2500ccセダ
ン）

49,568 130,700
メルセデス・ベンツE240、2,600cc
奢侈税15％・VAT込み　出所：同上

２８.レギュラーガソリ
ン価格（１㍑）

0.95 2.50 出所：ウノ　X

２９. 法人所得税
（％）

従業員10人未満で年間売上高50万
リタス未満：13％、農産品企業・農業
へのサービス提供専門企業：0％　出
所：開発庁

３０. 個人所得税（最
高税率、%）

出所：同上

３１.付加価値税
(VAT)（標準税
率、％）

出所：同上

３２.日本への利子送
金課税（最高税
率、％）

出所：同上

３３.日本への配当送
金課税（最高税
率、％）

出所：同上

３４.日本へのロイヤ
ルティー
送金課税（最高税
率、％）

出所：同上
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クロアチア（調査都市：ザグレブ） 【1米ドル＝5.7310クナ】で換算

米ドル
現地通貨
クナ

備考

１.ワーカー（月額：一般
工職）

686 3,929
クロアチア統計局の発表に基づいてジェ
トロ推計。2003年上期の賃金×平均賃金
上昇率（2004年上期/2003年上期）。

２.エンジニア（月額：中
堅技術者）

976 5,594
クロアチア統計局の発表に基づいてジェ
トロ推計。2003年上期の賃金×平均賃金
上昇率（2004年上期/2004年上期）。

３.中間管理職（月額：
部課長クラス）

1,277 7,317
クロアチア統計局の発表に基づいてジェ
トロ推計。2003年上期の賃金×平均賃金
上昇率（2004年上期/2005年上期）。

４.法定最低賃金 363 2,081 出所：強制社会保障負担金法

５.賞与支給額（固定賞
与＋変動賞与）

賞与という概念は存在しない。「13ヵ月目
の給与」として1ヵ月分の給与を支給され
るケースがある。

７.名目賃金上昇率
2004年10月の対前年同月比は3.6％増。
出所：統計局

８.工業団地（土地）購
入価格（㎡当たり）

59～354 340～2,028
ザグレブ郊外の工業団地。
出所：Real Estate Stock Exchange

９．工業団地借料（月
額）   （㎡当たり）

①9.25～18
②1.31～7.50

①53～106
②7.51～43

①ザグレブ市内、②ザグレブ郊外
出所：同上

１０.事務所賃料(月額)
（㎡当たり）

8.81～26 50～151
ザグレブ中心部。
出所：同上

１１.駐在員用住宅借上
料(月額）

①264～1,320
②330～528

①1,513～7,566
②1,891～3,026

①ザグレブ中心部、②ザグレブ郊外
出所：同上

１２.電話架設料 107 612
VAT含む。
出所：クロアチアテレコム

１３.電話利用料
月額基本料：16

1分当たり通話料：0.05
月額基本料：92

1分当たり通話料：0.28

日曜日以外の7時～19時の料金。それ以
外は通話料半額。VAT含む。
出所：同上

１４.国際通話料金（日
本向け３分間）

4.47 26
VAT含む。
出所：同上

１５.携帯電話加入料 35 200
VAT含む。
出所：Ｔモバイル

１６.携帯電話基本通話
料

月額基本料：21
1分当たり通話料：0.17

月額基本料：120
1分当たり通話料：0.98

VAT含む。
出所：同上

１７.インターネット接続
料金（電話回線）

月額基本料：8.30
1分当たり通話料：0.02

月額基本料：48
1分当たり通話料：0.12

VAT含む。
出所：クロアチアテレコム

１８.インターネット接続
料金（ブロードバンド）

830 4,758
月額、VAT含む。通信速度（下り）：2Mbps
出所：同上

１９.産業用電気料金
（kWh当たり）

月額基本料：10
1kWh当たり料金：0.10

月額基本料：60
1kWh当たり料金：0.55

出所：クロアチア電力（HEP）

２０.一般用電気料金
（kWｈ当たり）

月額基本料：3.19
1kWh当たり料金：0.12

月額基本料：18
1kWh当たり料金：0.67

出所：同上

電
気
料
金

2002年：6.9％→2003年：5.4％→2004年：N.A..

６. 社会保障負担率
〔特記事項〕

被雇用者負担率 　20.0%
雇用者負担率　　　17.2%　（医療保険：15.0%、雇用
保険：1.7%、その他（労災などの特別医療保険）：
0.5%）

通
信
費

出所：財務省

給与１ヵ月分
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クロアチア（調査都市：ザグレブ） 【1米ドル＝5.7310クナ】で換算

米ドル
現地通貨
クナ

備考

２１.産業用水道料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：なし
1m3当たり料金：1.66

月額基本料：なし
1m3当たり料金：9.53

出所：Vodoopskrba ｉ Odvodnja

２２.一般用水道料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：なし
1ｍ3当たり料金：0.88

月額基本料：なし
1m3当たり料金：5.07

出所：同上

２３.産業用ガス料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：なし
1ｍ3当たり料金：0.37

月額基本料：なし
1ｍ3当たり料金：2.14

出所：ザグレブ市ガス供給公社（Gradska
Plinara）

２４.一般用ガス料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：なし
1ｍ3当たり料金：0.36

月額基本料：なし
1ｍ3当たり料金：2.08

出所：同上

２５.コンテナ輸送（40ft
コンテナ）

①対日輸出：調査地工
場→最寄り港→横浜
港

1,400～1,700 8,023～9,743
工場所在地：ザグレブ
最寄り港：リエカ
出所：現地業者からヒアリング

②第3国輸出：調査地
工場→最寄り港→
ニューヨーク

2,855～3,155 16,362～18,081

工場所在地：ザグレブ
最寄り港：リエカ
第3国仕向港：ニューヨーク
出所：同上

③対日輸入：横浜港→
最寄り港→調査地工
場

3,300～3,700 18,912～21,205
最寄り港：リエカ
工場所在地：ザグレブ
出所：同上

２６.乗用車購入価格
（1500ccセダン）

20,114～21,358 115,275～122,400
ルノー・メガーヌ、1500cc。
出所：現地自動車専門誌

２７.大型乗用車購入価
格（2500ccセダン）

114,478 657,623
メルセデスベンツＳ350、3700cc。
出所：同上

２８.レギュラーガソリン
価格（１㍑）

1.2 6.86 出所：INA

２９. 法人所得税（実行
税率、％）

出所：財務省、国税局

３０. 個人所得税（最高
税率、%）

出所：同上

３１.付加価値税(VAT)
（標準税率、％）

出所：同上

３２.日本への利子送金
課税（最高税率、％）

出所：同上

３３.日本への配当送金
課税（最高税率、％）

2005年1月より廃止。
出所：同上

３４.日本へのロイヤル
ティー送金課税（最高
税率、％）

出所：同上
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税
　
　
制

20%

基本税率：15%
年収3万6,000～8万1,000クナまでの部分：25%
同8万1,000～25万2,000クナまでの部分：35%
同25万2,000クナ以上の部分：45%

22%

15%

なし
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ルーマニア（調査都市：ブカレスト） 【1米ドル＝28,887レイ】で換算

米ドル
現地通貨
レイ

備考

１.ワーカー（月額：一
般工職）

259 7,492,086
グロス。
出所：国家統計局、2004年12月発表資
料。

２.エンジニア（月額：
中堅技術者）

552 15,936,736 同上

３.中間管理職（月額：
部課長クラス）

500～600 14,443,500～17,332,200
日系製造業を対象に調査。
2005年1月実施。

４.法定最低賃金 107 3,100,000
出所：2004年12月14日政府決定第2364
号

５.賞与支給額（固定
賞与＋変動賞与）

四半期に１度支給。
出所：法令第53/2003号

７.名目賃金上昇率

2004年は、2004年最初の11ヵ月での伸
び率により算出。
出所：ルーマニア中央銀行（2004年）、国
家統計局（2002年、2003年）

８.工業団地（土地）購
入価格（㎡当たり）

46 1,334,579 出所：アラド工業団地

９．工業団地借料（月
額）（㎡当たり）

0.03 867 出所：プロイエシュティ工業団地

１０.事務所賃料(月額)
（㎡当たり）

19 551,742
ブカレスト･ウニリャ地区。家具つき。
出所：imobiliare

１１.駐在員用住宅借
上料(月額）

2,640 76,261,680
ブカレスト･アヴィアトリロール地区。２
LDK。家具つき。
出所：同上

１２.電話架設料 12 346,644 出所：ロムテレコム

１３.電話利用料
月額基本料：4.36

1分当たり通話料：0.04
月額基本料：125,947

1分当たり通話料：1,126
同上

１４.国際通話料金（日
本向け３分間）

1.62 46,797 同上

１５.携帯電話加入料 なし なし

１６.携帯電話基本通
話料

月額基本料：4
1分当たり通話料：0.14

月額基本料：115,548
1分当たり通話料：4,044

1年間は契約を解約できない。1年以内の
解約の場合違約金200米ドル。
出所：コネクス

１７.インターネット接
続料金（電話回線）

月額基本料：4 月額基本料：115,548
1ヵ月間に25時間まで接続可能。それを
超えた場合0.1米ドル/分。
出所：rdslink

１８.インターネット接
続料金（ブロードバン
ド）

月額基本料：2,574 月額基本料：74,355,138
1.5Mbps。接続無制限。設置料は264米ド
ル。
出所：Access NET International

１９.産業用電気料金
（kWh当たり）

月額基本料：なし
1kWh当たり料金：0.08

月額基本料：なし
1kWh当たり料金：2,311

出所：エレクトリカ

２０.一般用電気料金
（kWｈ当たり）

月額基本料：なし
1kWh当たり料金：0.10

月額基本料：なし
1kWh当たり料金：2,889

同上
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出所：法令第145/1997号
　　　　法令第147/2002号
　　　　法令第519/2003号

2002年：26.1％→2003年：23.6％→2004年：24.0％

給与の１～5ヵ月分

６. 社会保障負担率
〔特記事項〕

雇用者負担率　32.5％
被雇用者負担率　17.0％
雇用者負担率の内訳
雇用保険　3.0％
医療保険　7.0％
年　　　金　22.0％
そ の 他　傷害保険　0.5％
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ルーマニア（調査都市：ブカレスト） 【1米ドル＝28,887レイ】で換算

米ドル
現地通貨
レイ

備考

２１.産業用水道料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：なし
1m3当たり料金：0.56

月額基本料：なし
1m3当たり料金：16,392

ブカレスト市内の場合。日系企業の入居
している工業団地のあるプロイエシュティ
市の場合16,302レイ。
出所：アパ　ノヴァ（国営企業）

２２.一般用水道料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：なし
1m3当たり料金：0.56

月額基本料：なし
1m3当たり料金：16,392

出所：同上

２３.産業用ガス料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：なし
1ｍ3当たり料金：0.19

月額基本料：なし
1ｍ3当たり料金：5,680

出所：ディストリクトガズスッド（国営企業）

２４.一般用ガス料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：なし
1ｍ3当たり料金：0.21

月額基本料：なし
1ｍ3当たり料金：6,167

同上

２５.コンテナ輸送（40ft
ｺﾝﾃﾅ）

①対日輸出：調査地
工場→最寄り港→横
浜港

2,010 58,062,870
工場所在地：ブカレスト
最寄り港：コンスタンツァ港
出所：ロムトランス

②第3国輸出：調査地
工場→最寄り港→
ニューヨーク

2,060 59,507,220
工場所在地：ブカレスト
最寄り港：コンスタンツァ港
出所：同上

③対日輸入：横浜港
→最寄り港→調査地
工場

4,400 127,102,800
最寄り港：コンスタンツァ港
工場所在地：ブカレスト
出所：同上

２６.乗用車購入価格
（1500ccセダン） 6,982 201,692,777

VAT含む。
国産車ダチア　ソレンタ　1390CC
出所：ダチア

２７.大型乗用車購入
価格（2500ccセダン） 47,360 1,368,088,320

VAT含む。
ボルボ　V70　2400CC
出所：アピア（自動車工業会）

２８.レギュラーガソリ
ン価格（１㍑） 1.04 29,900 出所：ペトロム（国営企業）

２９. 法人所得税（実
行税率、％）

国税。
出所：政府緊急命令第138/2004号

３０. 個人所得税（最
高税率、％）

均一税率。
出所：同上

３１.付加価値税(VAT)
（標準税率、％）

出所：法令第571/2003号

３２.日本への利子送
金課税（最高税
率、％）

同上

３３.日本への配当送
金課税（最高税
率、％）

出所：政府緊急命令第138/2004号

３４.日本へのロイヤル
ティー送金課税（最高
税率、％）

出所：法令第571/2003号10%

19%
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ブルガリア（調査都市：ソフィア） 【1米ドル＝1.4935レバ】で換算

米ドル
現地通貨
レバ

備考

１.ワーカー（月額：一
般工職）

155 232
建設業は含まない。2004年1～9月デー
タに基づいて算出。出所：国家統計局
（NSI）

２.エンジニア（月額：中
堅技術者）

311 464
建設業は含まない。2004年1～9月デー
タに基づいて算出。出所：同上

３.中間管理職（月額：
部課長クラス）

466 696
建設業は含まない。2004年1～9月デー
タに基づいて算出。出所：同上

４.法定最低賃金 100 150
2005年1月1日から適用。
出所：2005年度予算法

５.賞与支給額（固定賞
与＋変動賞与）

13カ月目の給料として、クリスマス前に
支払われることが多い。

７.名目賃金上昇率 2004年：第1～第3四半期までのデータ。

８.工業団地（土地）購
入価格（㎡当たり）

40～157 59～235

一般的な工業団地は存在しない。不動
産価格、賃借料はユーロで表示されるこ
とが多い。出所：現地不動産会社からの
ヒアリング

９．工業団地借料（月
額）（㎡当たり）

1.24～6.20 1.85～9.26

一般的な工業団地は存在しない。土地
の賃借料は所在地、施設、道路へのアク
セス、上下水道・電気の有無などで大き
く異なる。出所：同上

１０.事務所賃料(月額)
（㎡当たり）

8～15 12～22

ワールド・トレード・センターの例。賃貸料
は暖房代、水道・電気料金、掃除、警備
費用を含む。駐車場は別。現在、いくつ
かのオフィスビルが建設中であり、その
賃貸料水準は1㎡当たり8～18ユーロ程
度。出所：同上

１１.駐在員用住宅借
上料(月額）

495～1,188 739～1,774

100㎡、家具なしの例。高級住宅地（ソ
フィア）での家具、車庫、プール付き新築
アパートの家賃は3,500～5,000ドル。出
所：同上

１２.電話架設料 103 154
ＶＡＴ込み。出所：ブルガリア・テレコム
（BTC）

１３.電話利用料
月額基本料：15

1分当たり通話料：0.01
月額基本料：22

1分当たり通話料：0.02
ＶＡＴ込み。出所：同上

１４.国際通話料金（日
本向け３分間）

1.73 2.59 ＶＡＴ込み。出所：同上

１５.携帯電話加入料 16 24 ＶＡＴ込み。出所：モビルテル

１６.携帯電話基本通
話料

月額基本料：35
1分当たり通話料：0.11～

0.39

月額基本料：52
1分当たり通話料：0.17

～0.58

ＶＡＴ込み。契約のタイプにより異なる。
左記は「ビジネス契約」の場合。出所：同
上

１７.インターネット接続
料金（電話回線）

16 24
ＶＡＴ込み。通信速度56kbps。出所：ブル
ガリア・テレコム（BTC）

１８.インターネット接続
料金（ブロードバンド）

24～121 36～180
ＶＡＴ込み。通信速度512kbps～
1,024kbpsにより金額が異なる。出所：同
上

１９.産業用電気料金
（kWh当たり）

月額基本料：なし
1) 1kWh当り料金：0.09

2) 同：0.05

月額基本料：なし
1) 1kWh当り料金：0.14

2) 同：0.07

月額基本料はEUの方針にしたがって
2007年に導入される予定。1)：昼間、2)：
夜間

２０.一般用電気料金
（kWｈ当たり）

月額基本料：なし
1) 1kWh当り料金：0.08

2) 同：0.04

月額基本料：なし
1) 1kWh当り料金：0.12

2) 同：0.05
同上

賃金補償基金：倒産の場合に賃金を保
証する目的で2005年に導入。賃金補償
基金と同じように労働災害保険も雇用者
のみが負担する。2005年から負担率は
実際の災害リスクに応じて異なる料率を
適用。
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2002年：7.33％→2003年：6.11％→2004年：6.49％

給与1カ月分

６. 社会保障負担率
〔特記事項〕

雇用者負担率　　　29.55％
被雇用者負担率 　12.45％
雇用者負担率の内訳
失業保険：2.45％
医療保険：6.30％
年　　　金：20.30％
その他　 賃金補償基金：0.50％（2005年に導入）
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ブルガリア（調査都市：ソフィア） 【1米ドル＝1.4935レバ】で換算

米ドル
現地通貨
レバ

備考

２１.産業用水道料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：なし
1m3当たり料金：0.69～

0.77

月額基本料：なし
1m3当たり料金：1.03～

1.15
ＶＡＴ込み。出所：ソフィア水道会社

２２.一般用水道料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：なし
1ｍ3当たり料金：0.72

月額基本料：なし
1m3当たり料金：1.08

ＶＡＴ込み。出所：同上

２３.産業用ガス料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：なし
     1,000ｍ3当たり料金：

237～268

月額基本料：なし
   1,000ｍ3当たり料金：

354～400

ＶＡＴ別。使用量に応じて異なる。
出所：ブルガルガス（国有独占企業）

２４.一般用ガス料金
（ｍ3当たり）

月額基本料：なし
 1,000ｍ3当たり料金：323

月額基本料：なし
1,000ｍ3当たり料金：

482
ＶＡＴ別。出所：同上

２５.コンテナ輸送（40ft
コンテナ）

①対日輸出：調査地工
場→最寄り港→横浜
港

1,669 2,492
工場所在地：ソフィア
最寄り港：ヴァルナ港
出所：シェンカー・スティンネス

②第3国輸出：調査地
工場→最寄り港→
ニューヨーク

3,029 4,524

工場所在地：ソフィア
最寄り港：ヴァルナ港
第3国仕向け港：ニューヨーク港
出所：同上

③対日輸入：横浜港→
最寄り港→調査地工
場

4,137 6,179
最寄り港：ヴァルナ港
工場所在地：ソフィア
出所：同上

２６.乗用車購入価格
（1500ccセダン）

20,412 30,485 オペル・べクトラ　1600cc

２７.大型乗用車購入価
格（2500ccセダン）

52,382 78,232 メルセデス・ベンツ2200cc

２８.レギュラーガソリン
価格（１㍑）

0.83 1.24 92オクタン価。無鉛。

２９. 法人所得税（％） 国税。2005年1月より15％に引き下げ。

３０. 個人所得税（最高
税率、%）

３１.付加価値税(VAT)
（標準税率、％）

３２.日本への利子送金
課税（最高税率、％）

出所：日本・ブルガリア租税条約

３３.日本への配当送金
課税（最高税率、％）

出所：同上

３４.日本へのロイヤル
ティー送金課税（最高
税率、％）

出所：同上
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ロシア（調査都市：モスクワ） 【1米ドル＝27.8677ルーブル】で換算

米ドル
現地通貨
ルーブル

備考

１.ワーカー（月額：一
般工職）

700～1,780 19,507～49,605
外国企業勤務補修工。個人所得税(13%)
込み。出所：Salary Survey Report
No.1,2005

２.エンジニア（月額：中
堅技術者）

900～2,500 25,081～69,669
外国企業勤務配電技師。個人所得税
(13%)込み。出所：Salary Survey Report
No.1,2005

３.中間管理職（月額：
部課長クラス）

1,900～9,100 52,949～253,596
マーケティング課長。個人所得税(13%)込
み。出所：Salary Survey Report
No.1,2005

４.法定最低賃金
2005年1月以降：25.84
2005年9月以降：28.70

2005年1月以降：720
2005年9月以降：800

５.賞与支給額（固定賞
与＋変動賞与）

N.A N.A
企業や職種により異なり、特定できな
い。基本給の1～3カ月分。

７.名目賃金上昇率
出所：ロシア社会経済統計月報（2004年
11月）

８.工業団地（土地）購
入価格（㎡当たり）

なし なし

モスクワ市ではこれまで国公有地のリー
スのみが行われてきたため、外国企業
に対しての土地の売買は実際には行わ
れておらず、今後の制度整備が待たれ
る。

９．工業団地借料（月
額）（㎡当たり）

建設期： 1.42
操業期： 2.51

建設期 ：39.45
操業期 ：69.83

出所：モスクワ州フリャジノ市土地委員会

１０.事務所賃料(月額)
（㎡当たり）

57.03～61.95 1,589～1,726
付加価値税（18％）込み。管理費除く。出
所：Office Space Maket Survey（2004年
第3季）

１１.駐在員用住宅借
上料(月額）

2,000～6,000 55,735～167,206
居住面積100～130㎡。出所：Penny
Lane Realty

１２.電話架設料 590 16,441 付加価値税（18％）込み。出所：Comstar

１３.電話利用料
月額基本料：70.80
1分当たり通話料：0

月額基本料：1,973.03
1分当たり通話料：0

付加価値税（18％）込み。出所：同上

１４.国際通話料金（日
本向け３分間）

2.51 69.95 付加価値税（18％）込み。出所：同上

１５.携帯電話加入料 なし なし
「Business 400 Federal」サービス料金の
場合、初回前払金は70.80ドル（付加価
値税込み）。出所：ＭＴＳ

１６.携帯電話基本通
話料

月額基本料：47.20
1分当たり通話料：0.1416

月額基本料：1,315.36
1分当たり通話料：3.95

付加価値税（18％）込み。出所：同上

１７.インターネット接続
料金（電話回線）

1時間当たり：0.236～
0.885

1時間当たり：6.5768～
24.6629

利用時間帯による。56kbit/sまで。付加
価値税（18％）込み。出所：MTU-Intel

１８.インターネット接続
料金（ブロードバンド）

月額：70.80 月額：1,973.03
別途設置料234.82ドル要。 7.5Mbit/sま
で。付加価値税（18％）込み。出所：
MTU-Intel 「Individual Plan 2003」

１９.産業用電気料金
（kWh当たり）

0.03～0.05 0.79～1.34
電圧により異なる。付加価値税（18％）込
み。出所：Mosenergo

２０.一般用電気料金
（kWｈ当たり）

電気オーブン設置住宅：
0.04

ガスオーブン設置住宅：
0.05

電気オーブン設置住宅：
1.08

ガスオーブン設置住宅：
1.53

2005年1月以降。付加価値税（18％）込
み。出所：同上

６. 社会保障負担率
〔特記事項〕

雇用者負担率　　　26.0%
被雇用者負担率 　0%
雇用者負担率の内訳：
年金基金 20.0%
社会保障基金 3.2％
医療保険2.8％（連邦基金 0.8％ 地方基金 2.0％）

年収28万ルーブル以下の場合の基本税
率。それ以上の場合は定額＋定率の逆
累進課税率を適用（全2分類）

2002年：34.6％→2003年：25.5％
→2004年（1～11月）：23.5％
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ロシア（調査都市：モスクワ） 【1米ドル＝27.8677ルーブル】で換算

米ドル
現地通貨
ルーブル

備考

２１.産業用水道料金
（ｍ3当たり）

0.36 10
付加価値税（18％）込み。出所：モスクワ
市エネルギー委員会

２２.一般用水道料金
（一人当たり）

　　　　　冷水 4.77/人
温水 4.44/人

　　　　　冷水 133.00/人
温水 123.80/人

付加価値税（18％）込み。出所：モスクワ
市エネルギー委員会

２３.産業用ガス料金
（ｍ3当たり）

0.036 1.00418 付加価値税（18％）込み。出所：Mosgas

２４.一般用ガス料金
（一人当たり）

0.36/人 9.90/人
付加価値税（18％）込み。出所：モスクワ
市エネルギー委員会

２５.コンテナ輸送（40ft
コンテナ）

①対日輸出：最寄り港
→横浜港

1,500 41,802
最寄り港：サンクトペテルブルク港
出所：近鉄エクスプレス

②第3国輸出：最寄り
港→第3国仕向け港

750ユーロ …

最寄り港：サンクトペテルブルク港
第3国仕向け港：ブレーマーハーフェン港
（ドイツ）
出所：同上

③対日輸入：横浜港→
最寄り港

3,500 97,537
最寄り港：サンクトペテルブルク港
出所：同上

２６.乗用車購入価格
（1500ccセダン）

12,750 355,313
フォード・フォーカス（1600cc)。基本仕
様。国産車。付加価値税（18％）込み。出
所：Ford Motor

２７.大型乗用車購入価
格（2500ccセダン）

47,600ユーロ …
メルセデス・ベンツ240E（2600cc）。基本
仕様。付加価値税（18％）込み。出所：
Panavto

２８.レギュラーガソリン
価格（１㍑）

0.59 16.45 オクタン価98。出所：BPガソリンスタンド

２９. 法人所得税（実行
税率、％）

３０. 個人所得税（最高
税率、%）

単一税率

３１.付加価値税(VAT)
（標準税率、％）

特定食品、児童用品、医薬品、新聞・雑
誌、教育図書には軽減税率10％が適用

３２.日本への利子送金
課税（最高税率、％）

租税条約

３３.日本への配当送金
課税（最高税率、％）

租税条約

３４.日本へのロイヤル
ティー送金課税（最高
税率、％）

租税条約
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24％（内訳：連邦税6%、地方税16%、市町村税2%)
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ウクライナ（調査都市：キエフ） 【1米ドル＝5.3047フリブニャ】で換算

米ドル
現地通貨
フリブニャ

備考

１.ワーカー（月額：一
般工職）

200～250 1,061～1,326
地場企業。個人所得税込み。
出所：「Vakansiya」紙

２.エンジニア（月額：中
堅技術者）

300～400 1,591～2,122
地場企業。個人所得税込み。
出所：「Vakansiya」紙

３.中間管理職（月額：
部課長クラス）

150～300 796～1,591
地場企業。個人所得税込み。
出所：「Vakansiya」紙

４.法定最低賃金
49.39（05年12月以前)
53.16（05年12月以降）

262（05年12月以前）
282（05年13月以降）

　

５.賞与支給額（固定賞
与＋変動賞与）

N.A. N.A. 企業や職種により異なり、特定できない。

７.名目賃金上昇率 出所：労働社会政策省

８.工業団地（土地）購
入価格（㎡当たり）

なし なし

キエフ市条例により、外国人には土地購
入の権利がなく、49年までのリースしか認
められていない。土地法は、前クチマ政権
時代に2008年まで執行猶予されている。

９．工業団地借料（月
額）（㎡当たり）

キエフ市内：9
30キロ圏内：6

キエフ州内（上記圏外）：
3

キエフ市内：48
30キロ圏内：32

キエフ州内（上記圏外）：
16

出所：Business Information Network
(05年1月10日付）

１０.事務所賃料(月額)
（㎡当たり）

20～40 106～212
付加価値税を含む。管理費を除く。
出所：Mir Kvartir（05年第1号）

１１.駐在員用住宅借
上料(月額）

3,500 18,566
居住面積80㎡。付加価値税20％込み。
出所：Mir Kvartir（05年第1号）

１２.電話架設料
法人　　150.81
個人　　　37.50

法人　　800
個人　19.80

出所：ウクルテレコム（Ukrtelekom）社

１３.電話利用料
月額基本料：法人　3.71

個人　2.36
1分当たり通話料：0

月額基本料：法人
19.80

個人　12.60
1分当たり通話料：0

付加価値税20％込み。
出所：ウクルテレコム（Ukrtelekom）社

１４.国際通話料金（日
本向け３分間）

4.80 25.4
日本向け3分間。付加価値税20％込み。
出所：ウクルテレコム（Ukrtelekom）社

１５.携帯電話加入料 なし なし

「Business　200」サービス料金の場合、初
回前払金は70.80ドル（299フリブニャ）。付
加価値税20％込み。
出所：キエフスター（Kyivstar)社

１６.携帯電話基本通
話料

1分当たり0.23 1分当たり1.20
ウクライナ国内への発信。付加価値税
20％込み。
出所：キエフスター（Kyivstar)社

１７.インターネット接続
料金（電話回線）

9～19時　　0.69
19～0時　　0.49

0～9時および休日
0.19

9～19時　　3.7
19～0時　　2.6

0～9時および休日
1.0

1時間当り。付加価値税20％込み。
出所：IPtelecom社

１８.インターネット接続
料金（ブロードバンド）

接続費　　　150
月額　　210（5GBまで）
0.01～0.04（5GBを超えた

分1MB毎）

接続費　　796
月額　1,114（5GBまで）
0.05～0.21（5GBを超え

た分2MB毎）

「Platinum　Plus」サービス料金。付加価値
税20％込み。
出所：IPtelecom社

１９.産業用電気料金
（kWh当たり）

0.003 0.1793
付加価値税20％込み。
出所：キエフエネルゴ(Kievenergo)社

２０.一般用電気料金
（kWｈ当たり）

電気オーブン設置住宅：
0.029

ガスオーブン設置住宅：
0.023

電気オーブン設置住宅：
0.156

ガスオーブン設置住宅：
0.12

付加価値税20％込み。
出所：キエフエネルゴ(Kievenergo)社
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６. 社会保障負担率
〔特記事項〕

雇用者負担率　37.84～50.6％
（内訳：年金基金　32.0％、社会保障基金　2.9％、
強制失業保険　1.9％、強制労災保険　0.84～
13.8％）
被雇用者負担率
（内訳：年金基金　2.0％、社会保障基金　0.5％、
強制失業保険　0.5％）

　

2002年：17.0％→2003年：24.4％→2004年（1～11
月）：31.6％
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ウクライナ（調査都市：キエフ） 【1米ドル＝5.3047フリブニャ】で換算

米ドル
現地通貨
フリブニャ

備考

２１.産業用水道料金
（ｍ3当たり）

0.35 1.89
付加価値税20％込み。
出所：キエフヴァダカナル(Kievvodokanal)
社

２２.一般用水道料金
冷水　2.36
温水　3.41

冷水　12.56
温水　18.08

住人1人当り月額。付加価値税20％込
み。
出所：市当局による一般住宅向け請求

２３.産業用ガス料金 74.04 392.76
1千㎥当り。2004年12月現在。付加価値
税20％込み。
出所：キエフ市内皮革工場

２４.一般用ガス料金 0.04 0.21
住人1人当り月額。付加価値税20％込
み。
出所：キエフ市内一般住宅

２５.コンテナ輸送（40ft
コンテナ）

　 　　

①対日輸出：最寄り港
→横浜港

3,500～4,000 18,566～21,219
最寄り港：オデッサ港
出所：Cross　Trade社

②第3国輸出：最寄り
港→第3国仕向け港

550～650 2,918～3,448
最寄り港：オデッサ港
第3国仕向け港：イスタンブール港
出所：同上

③対日輸入：横浜港→
最寄り港

6,000～7,000 31,828～37,133
最寄り港：オデッサ港
出所：同上

２６.乗用車購入価格
（1500ccセダン）

13,300ユーロ …
シュコダ・オクタヴィア（1600ｃｃ）。基本仕
様。付加価値税20％込み。
出所：キエフ市内自動車販売店

２７.大型乗用車購入価
格（2500ccセダン）

46,500ユーロ …
メルセデスベンツE240（2600ｃｃ）。基本仕
様。付加価値税18％込み。
出所：認定ディーラー

２８.レギュラーガソリン
価格（１㍑）

0.56 2.95
オクタン価95。
出所：キエフ市内ガソリンスタンド

２９. 法人所得税（実行
税率、％）

国税100％。
出所：Corporate　Profits　Tax　Law

３０. 個人所得税（最高
税率、%）

単一税率。
出所：Personal　Income Tax　Decree

３１.付加価値税(VAT)
（標準税率、％）

出所：最高会議決定による

３２.日本への利子送金
課税（最高税率、％）

日ウ租税条約

３３.日本への配当送金
課税（最高税率、％）

日ウ租税条約

３４.日本へのロイヤル
ティー送金課税（最高
税率、％）

日ウ租税条約10%
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ウズベキスタン（調査都市：タシケント） 【1米ドル＝1,060.37スム】で換算

米ドル
現地通貨
スム

備考

１.ワーカー（月額：一
般工職）

28～57 30,000～60,000

２.エンジニア（月額：中
堅技術者）

76 80,100

３.中間管理職（月額：
部課長クラス）

141～236 150,000～250,000

４.法定最低賃金 6.2 6,530
出所：大統領令UP-3450（2004年7月1日
付）

５.賞与支給額（固定賞
与＋変動賞与）

N.A. N.A.

７.名目賃金上昇率

当該データは未公表。ここでは公務員給
与、および法廷最低賃金の上昇率を記
載。
出所：大統領令第UP-3045号（2002年3
月26日付）、同第UP-3101（2002年7月1
日付）、同第UP-3231号（2003年4月2日
付）、同第UP-3450号（2004年7月1日付）

８.工業団地（土地）購
入価格（㎡当たり）

なし なし

９．工業団地借料（月
額）（㎡当たり）

外国企業等による賃料：
登録料（法定最低賃金の
50%）+土地税17.4/ヘク
タール（年間、タシケント
市最高区画の場合）

外国企業等による賃料：
登録料（法定最低賃金
の50%）+土地税18,411/
ヘクタール（年間、タシ
ケント市最高区画の場
合）

１０.事務所賃料(月額)
（㎡当たり）

25 …
共益費を含む。インターナショナル･ビジ
ネス･センター。階、面積、場所にって変
動。米ドル払い。

１１.駐在員用住宅借
上料(月額）

1,500～2,000 …
一戸建て。5～6部屋。市内中心部。米ド
ル払い。

１２.電話架設料 120 127,244
中央銀行公定レート換算でスム払い。
出所：ブズトン社

１３.電話利用料
月額基本料：なし

1分当たり市内通話料：
0.004

月額基本料：なし
1分当たり市内通話料：

4.2
同上

１４.国際通話料金（日
本向け３分間）

3.9 4,135 同上

１５.携帯電話加入料
105（加入料0+SIMカード
5+デポジット100)

111,339（加入料0+ＳＩＭ
カード5,302+デポジット
106,037）

国際通話可能メニュー。中央銀行公定
レート換算でスム払い。
出所：ユニテル社

１６.携帯電話基本通
話料

月額基本料：16.2～102
基本料超過の場合：0.06
～0.09/分

月額基本料：17,178～
108,158
基本料超過の場合：64
～95/分

メニューにより変動。中央銀行公定レー
ト換算でスム払い。
出所：同上

１７.インターネット接続
料金（電話回線）

加入料0+月額基本料14
（35時間まで）
基本料を超える場合：0.1
～0.4/時間

加入料0+月額基本料
14,845（35時間まで）
基本料を超える場合：
106～424/時間

中央銀行公定レート換算でスム払い。
「ビジネス」メニュー。
出所：ブズトン社

１８.インターネット接続
料金（ブロードバンド）

加入料250+3,250（13ギ
ガバイトまで）
13ギガバイトを超える場
合：0.25/メガバイト

加入料265,093＋
3,446,202(13ギガバイト
まで)
13ギガバイトを超える場
合：265/メガバイト

中央銀行公定レート換算でスム払い。
ADSL512Kbps。
出所：同上

１９.産業用電気料金
（kWh当たり）

1kWh当たり料金：0.027 1kWh当たり料金：29.5
付加価値税を含む。
出所：エネルゴズブィト社

２０.一般用電気料金
（kWｈ当たり）

1kWh当たり料金：0.025 1kWh当たり料金：27
電気コンロ常設の家庭はこの半額。付加
価値税の対象外。
出所：同上
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ウズベキスタン・韓国合弁の繊維工場の
税務当局への公表値。ただし、実際の支
給額はこれを上回り、1のカテゴリーの場
合、150,000～200,000スム、2は300,000
スム、3は400,000スム程度とみられる。
また、日本企業を含む外国駐在員事務
所現地スタッフの給与水準とは必ずしも
連関していない。これらスタッフの給与水
準は、ジェトロ･タシケントの推定では、下
級事務員で350ドル前後、上級事務職で
500～1,000ドル前後である。

６. 社会保障負担率
雇用者負担率：31.7%（内訳：統一社会保険料：名
目月額賃金の31%、予算外企業年金：企業の総売
上の0.7%）
被雇用者負担率 ：名目月額賃金の2.5%（年金基
金として）

出所：閣僚会議決定第610号（2004年12
月28日付）、経済省書簡
DM/04/01/09/941号および国家税務委
員会書簡第2004-75号（2004年12月31
日付）

2002年：32%→2003年：20%→2004年：20%
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現時点では工業団地は存在しない。土
地は国有であり、売買は法令で定められ
る場合を除き、認められない。外国企業
等には、土地法で規定される土地使用
および契約による賃借が認められる。農
地用以外の賃貸の場合、当該区画の土
地税の1～3倍が賃料となる。
出所：ウズベキスタン共和国土地法（98
年4月30日付）、国家土地資源委員会、
閣僚会議附属国家不動産調査会通達
第736号（99年5月27日付）、閣僚会議決
定第610号(2004年12月28日付）
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ウズベキスタン（調査都市：タシケント） 【1米ドル＝1,060.37スム】で換算

米ドル
現地通貨
スム

備考

２１.産業用水道料金
（ｍ3当たり） 0.045 48

出所：ウズグルジスヴサヴド社

２２.一般用水道料金
（ｍ3当たり）

0.023
25
付加価値税の対象外。
出所：スヴソズ社

２３.産業用ガス料金
（ｍ3当たり）

0.034 37.1
付加価値税を含む。
出所：ウズトランスガス社

２４.一般用ガス料金
（ｍ3当たり）

0.008 9.2
付加価値税の対象外。
出所：同上

２５.コンテナ輸送（40ft
コンテナ）

①対日輸出：調査地工
場→最寄り港→横浜
港

4,000～4,500 …

工場所在地：タシケント
最寄り港：ナホトカ、ヴォストチニ
所要日数：30～35日
付加価値税の対象外。
商品によって警備代300ドルが加算。
出所：TNT

②第3国輸出：調査地
工場→最寄り港→第3
国仕向け港

3,000 …

工場所在地：タシケント
最寄り港：バンダラアバス（イラン）
第3国仕向け港：シンガポール
所要日数：35～40日
付加価値税の対象外。
商品によって警備代300ドルが加算。
出所：同上

２６.乗用車購入価格
（1500ccセダン）

9,603～11,225 10,182,680～11,902,750
ウズデウオート・ネクシア（1,600cc）
付加価値税を含む。

２７.大型乗用車購入価
格（2500ccセダン）

33,050ユーロ …
メルセデスベンツE240。車両本体価格の
約100%が関税、物品税、付加価値税等
で必要。

２８.レギュラーガソリン
価格（１㍑）

0.3（オクタン価76）
0.35（オクタン価93）

325（オクタン価76）
375（オクタン価93）

ガソリン使用税（1リットル35スム）、付加
価値税を含む。
出所：閣僚会議決定第545号（2003年12
月12日付）、同第.567号（2003年12月25
日付）

２９. 法人所得税（実行
税率、％）

出所：閣僚会議決定第610号(2004年12
月28日付）

３０. 個人所得税（最高
税率、%）

出所：閣僚会議決定第610号（2004年12
月28日付）、経済省書簡
DM/04/01/09/941および国家税務委員
会書簡第2004-75号（2004年12月31日
付）

３１.付加価値税(VAT)
（標準税率、％）

出所：税法、閣僚会議決定第610号(2004
年12月28日付）

３２.日本への利子送金
課税（最高税率、％）

３３.日本への配当送金
課税（最高税率、％）

３４.日本へのロイヤル
ティー送金課税（最高
税率、％）

全
体

３５.特筆すべき事項

・法廷最低賃金の5倍未満の場合：13％
・同5倍以上10倍未満の場合：13％（法定最低賃金
の5倍の部分）+21％（同5倍を超える部分）
・同10倍以上の場合：21％（法定最低賃金の10倍
の部分）+30％（同10倍を超える部分）

日本への利益送金税率は10%。
出所：税法、財務省、国税委員会通達第
498号（98年10月8日付）。
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備考欄に記載のあるものを除き、付加価値税20%が課税される
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