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投資先としてのフィリピンの優位性
天然資源と豊かな景観を持つフィリピンは、訪れる人を魅了してやみま
せん。この国の本当の素晴らしさは、比類ない豊かな天然資源とその種
類の豊富さだけでなく、フィリピン人そのものにあります。フィリピン人
は、逆境に陥っても情熱的で楽天的な気質を持ち、礼儀正しさ、ホスピタ
リティ、そして優れた能力を兼ね備えています。フィリピン人労働者は、
能力が高く、多様なスキルを持ち、信頼できる職業倫理を身に付けてい
ます。生まれ持った献身さ、勤勉さ、教育水準、外国語能力により、フィリ
ピン人は教養のある、多文化を理解するバイリンガルの模範的な労働
力となります。

世界銀行と国際金融公社が発表した2018年版リポート、Doing 
Business Report（「ビジネス環境の現状」）では、フィリピンが113位とな
りました。

2018年版リポートでは、事業の存続に影響を与える規制要因が見られ
ました。フィリピンは少数株主の保護、建設許可への対応、納税、契約の
実施といった項目で順位を上げたほか、不動産の登記、海外との貿易で
は順位を維持しました。こうした指標は、フィリピンでは、事業を行う上で
コストが低く、経済的に健全で、グローバルな環境が整っていることを示
しています。

出典：世界銀行



経済の概要
フィリピン経済は、2018年第3四半期に6.1%の成長となりました。成長
を押し上げたのは投資や消費の拡大で、製造、貿易、不動産、賃貸の伸
びも成長に寄与しました。ここ数年はファンダメンタルズ改善が評価さ
れ、格付機関による信用格付けが相次いで引き上げられています。フィリ
ピンは2013年にフィッチ・レーティングス、スタンダード・アンド・プアーズ

（S&P）、ムーディーズ・インベスター・サービスから格付けを引き上げら
れて以降、投資適格等級を維持しています。

2017年12月の時点では、海外出稼ぎ労働者からの安定した送金が成
長を促進しており、これが国内需要の拡大をもたらしています。主要セク
ターを見ると、工業が引き続き最大の伸びを示しており（6.2%）、これに
サービス業が続きます（6.9%）。2018年9月、フィリピンの対外貿易（財／
製品）は155.8億米ドルに達し、2017年9月の実績を13.5%上回りまし
た。電子機器が引き続きフィリピンの輸出をけん引しており、2018年8月
は7%の成長となっています。そのほか、鉱産物（21.8%）、特殊取引（5.8%
）、林産品（7.5%）なども増加しています。フィリピン製品の国・地域別輸
出先としては香港がトップとなり、米国と日本がそれに続いています。最
も急速に成長しているのは、コルディリェラ行政地域（CAR）であり、2017
年は12.1%の成長となりました。マニラ首都圏（NCR）、地域IV-A：カラバ
ルソン地方および地域III：中部ルソン地方が主にGDP成長率6.7%に寄
与しており、このうちNCRが36.4%を占めています。

住宅・商業プロジェクトが最も活発な5地域は、「カラバルソン地方、中部
ルソン地方、地域VII：中部ビサヤ地方、マニラ首都圏（NCR）、地域IX：サ
ンボアンガ半島地方」となっています。

出典：国家経済開発局



労働力人口

2018年7月に実施された年次労働力調査の中間集計による
と、就労率は94.6%で、就業者数は4,280万人でした。総就業
者の57.5%をサービス業が占め、次いで農業分野が23.1%、
工業分野が19.4%となりました。

労働力人口は7,160万人で、労働参加率は60.1%でした。一
方、失業率は5.4%となっています。

出典：フィリピン統計局 

オフショアリングとアウトソーシング

フィリピンは世界有数のアウトソーシング産業の集積地で
す。安価な事業コストに加え、大学を卒業し英語の話せる順
応性の高い人材の宝庫であることが大きな理由です。

出典：フィリピン経済特区庁

観光業

観光業も経済のけん引役です。観光省によると、2018年1月
～9月の海外からの観光客は540万人で、2017年の490万
人に比べ8.32%増加しました。

また、海外からの観光客による収益は総額で1,463.4億フィ
リピン・ペソとなり（2017年1月～6月）、前年同期の1,274億
フィリピン・ペソから14.9%増加しています。

フィリピンには11の国際空港があり、PPP（官民連携）事業に
よる大規模なリノベーションがいくつか予定されています。
主なゲートウェイ空港は、マニラ、セブ、ダバオ、クラーク、ラオ
アグです。フィリピンの主要空港は、ニノイ・アキノ国際空港
です。この空港には5つのターミナルがあり、一部を国内便が
使用する以外は、アジア、中東、欧州、北米を結ぶ国際便が運
行しています。 

米国運輸省連邦航空局はフィリピンの航空安全性を｢カテゴ
リー1｣に引き上げ、フィリピンの航空会社による米国内での
就航拡大を承認しています

またEUは、フィリピンの航空会社であるフィリピン航空とセブ
パシフィック航空に対し、国際的な航空安全基準に準拠して
いるとして、航空規制を解除しました。

フィリピン投資の概要

Source: National Economic Development Authority

ここ数年のフィリピン経済は
ファンダメンタルズ改善が評
価され、格付機関による信用
格付けが相次いで引き上げ
られています。
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セブのマクタン国際空港にはドーハ、台湾、シンガポールの他、
釜山をはじめとする韓国、中国、日本の複数都市との国際定期
便が就航しています。ダバオ国際空港にはインドネシア、シンガ
ポールとの定期便があり、季節によりマカオ便が発着していま
す。パンパンガ州の クラーク国際空港では香港、ドーハ、ドバイ、
マカオ、シンガポール、韓国の複数都市、マレーシアを結ぶ国際
定期便が就航しています。またサンバレス州のスービック国際
空港には韓国、マカオとの定期便が、北イロコス州のラオアグ
国際空港には、マカオとの定期便があります。アクラン州のカリ
ボ空港では台湾、中国、韓国の複数都市を定期便が結んでいま
す。この他に、パラワン州のプエルトプリンセサ国際空港、ミンダ
ナオのサンボアンガ国際空港、ジェネラルサントス国際空港が
あります。

海上交通では、大型クルーズ船や国際コンテナ船がマニラ港に
寄港し、国内航路はマニラと他州の主要港を結んでいます。

出典：マニラブレティン紙、フィリピン統計局、ビジネスワールド 

製造業

製造業は、フィリピンで最も急成長中の産業の1つとなっており、2018
年第3四半期は4%の成長となりました。この成長の背景には、経済価
値と雇用に占める製造業の割合を、2012年のそれぞれ22%、8%から
2025年には30%、15%に引き上げることを目指した省庁間によるフィリ
ピン製造業ロードマップの存在があります。

このロードマップにおいて、2014～17年のフェーズ1では自動
車、航空・宇宙部品、エレクトロニクス、衣料品、食品、資源、化
学、家具、工具・金型、造船に重点を置いています。2018～2021
年のフェーズ2では、高付加価値型の事業や、川上産業である
化学、鉄鋼、医療技術向け金属、統合型産業、中小・大企業、革
新的なエコシステムへの投資に重点を移していきます。2022
～2025年のフェーズ3では、ハイテク産業、運輸、エレクトロニク
ス、化学などの産業に注力するとともに、自動車、エレクトロニク
ス、機械、衣料品、食品の地域・世界的ネットワークの中心的な
製造拠点の整備を進める計画です。

2018年5月のフィリピンに対する海外直接投資（FDI）は純流入
額ベースで16億米ドルとなり、収益の再投資により5.7%増加し
ました。海外からの出資総額は2億5,700万米ドルとなり、主に
シンガポール、日本、オランダ、米国、ルクセンブルクから投資が
集まりました。こうした投資は主に、製造、不動産、卸売、小売、情
報・通信、芸術、エンターテインメント、娯楽業に対して行われま
した。フィリピンはマクロ経済におけるファンダメンタルズが良
好で、今後の成長も見込まれることから、優良な投資先と見なさ
れています。

出典：フィリピン統計局、フィリピン中央銀行

建設業

建設業は経済成長に最も寄与しています。民間による不動産開
発事業や政府の官民連携事業（PPP）や戦略的インフラ事業、災
害復興が強力に押し上げているためです。

2018年第3四半期の建設業は、官民の建設が増加したことによ
り、16.1%の成長となりました。フィリピンの建設業の名目ベース
での価値は、2022年までに2倍になる見通しです。

政府は、今後5年で「Build, Build, Build」計画に1,580億米ドル
を支出する予定です。政府は、国内インフラに対して大規模な
投資を行うことで、持続的、堅牢かつ総合的な社会経済の発展
を実現できると考えています。

この計画には、75件の主要プロジェクトが含まれており、さまざ
まな輸送設備と公共道路の建設により、商品輸送の効率化、生
産コストの引き下げ、そして最終的には全国的な投資が促進さ
れると期待されています。その他計画されているインフラとし
て、エネルギー関連施設、水資源プロジェクト、灌漑システム、治
水設備、都市部の再開発計画があります。

出典：フィリピン統計局、官民連携事業センター、元老院経済計画室

鉱業

環境天然資源省（DENR）によれば、フィリピンには145億トンの
金属鉱物と676.6億トンの非金属鉱物が埋蔵されていると推計
されています。フィリピンは、鉱物資源において世界第5位、また
金に関しては第3位、銅は第4位、ニッケルは第5位の埋蔵量を
有しています。

鉱山地球科学局が2018年8月に発表した鉱山データによると、
鉱業セクターの生産総額は1,095億フィリピン・ペソに上りまし
た。

フィリピンでは現時点で48の金属鉱山が操業しています。その
内訳はニッケル鉱山が30カ所、金鉱山（副産物として銀を産出）
が8カ所、銅鉱山が3カ所、クロム鉱山が3カ所、鉄鉱石鉱山が4
カ所となっています。

出典：鉱山地球科学局

フィリピン投資の概要
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再生可能エネルギー

政府が策定したフィリピンエネルギー計画（2012～2030年）で
は、低炭素化推進の下、エネルギー全体に占める再生可能エネ
ルギーの比率を年間平均で3.2%拡大し、最終的には37.1%に引
き上げることになっています。フィリピンは、地熱エネルギー発
電で世界2位ですが、今後開発が可能な地熱エネルギーの出力
は2,600メガワット規模と見られています。他の潜在的な発電容
量としては、風力発電が7万メガワット、水力発電で1万3,097メ
ガワットと推計されています。

2017年上半期時点における再生可能エネルギーの供給契約
は831件で、発電可能な容量は合計2万1,937メガワットとされ
ていましたが、実際に稼働している施設の容量は合計4,710メ
ガワットとなっています。これらの契約のうち445件は水力発電
プロジェクトで、202件は太陽光発電プロジェクトです。そのうち
186件は送電、16件は自家利用を目的とするプロジェクトです。

バイオ燃料の2大主要原料であるココナツとサトウキビの主要
な生産国であるフィリピンは、バイオディーゼル輸出によって、
高い収益が得られる可能性があります。

出典：USDA海外農業局

農業

フィリピンには1,000万ヘクタールの農地があり、主要な輸出品
はバナナ、ココナツ、パイナップル、水産品です。サトウキビとココ
ナツは、バイオエタノールやココディーゼルなどの再生可能バ
イオ燃料の主要原料です。農業分野の労働力は、全体の25.4%
を占めています。 

特に、サトウキビ（30%）、ゴム（7.1%）、ココナツ（6%）、鶏肉（5.4%
）、農業関連サービス（4.9%）、マンゴー（4.5%）の拡大が農業に
貢献しています。

出典：フィリピン統計局

10



投資ポリシーとインセンティブ
フィリピンへの投資は大いに奨励されており、外国人による保有規制が
課される分野はわずかしかありません。

フィリピンの法令や規制によって、すべての投資家や企業に保証されて
いる基本的権利には、以下が挙げられます。

•
•

•
•

フィリピンでの投資に関する法律は数多くあります。現在、さまざまな機
関から与えられている財政的・非財政的インセンティブの承認・管理を
整理するため、すべてのインセンティブ関連法規を1つの法律に統合す
る案が出されています。

現在議論されている主な投資関連法規は以下の通りです。

対価なしに没収されない権利
金融当局であるフィリピン中央銀行のガイドラインに沿って利益、キャ
ピタルゲイン、配当を本国に送金する権利
投資を清算した資金を本国に送金する権利 
外貨建債務の元本返済や利払いのため外貨を調達する権利



1991年外国投資法（あるいは共和国法
8179号で修正された共和国法7042号）

（The Foreign Investments Act、以下「FIA」）は、海外からフ
ィリピンへの投資を自由化しました。

FIAに基づき、外国企業は一般的に、外国投資ネガティブリス
ト（Foreign lnvestments Negative List、以下「FINL」）に記載
されている規制に従うことを条件に、フィリピンでの事業を認
められています。FINLは定期的に政府による見直しが行われ
ます。FINLは海外からの投資が禁止あるいは制限されてい
る経済活動分野をリストアップしたもので、2つの項目に分
かれています。

共和国法7918号で修正された1987年
一括投資条例（Omnibus Investments 
Code）あるいは行政指令226号

1987年一括投資条例は、国家の発展にとって優先度が高い
と政府が見なす事業活動に関与している国内および海外企
業に包括的なインセンティブを付与するもので、投資委員会

（Board of Investments、以下「BOI」）により執行されます。

BOIのインセンティブを受けるには、政府の投資優先計画
（Investment Priorities Plan、以下「IPP」）にある事業に従事
していることが求められます。2017～2019年のIPPは、政府
が現在まとめているところで、イノベーティブで包括的な産
業の開発と促進、最新のインセンティブ制度に基づく雇用や
起業の拡大に重点が置かれる見込みです。

これまでIPPのリストに載っている事業に従事していない企
業でも、以下の要件を満たしていればインセンティブを受け
ることができます。

        •製品の少なくとも50%が輸出向けである場合
         （フィリピン人保有の企業）
        •製品の少なくとも70%が輸出向けである場合
         （外国人の出資比率が40%を超える企業）

BOIに登録されている企業は財政的、非財
政的インセンティブのどちらも受けることが
できる

財政的インセンティブには、新たに登録されたパイオニアプ
ロジェクトを手掛ける企業に対して6年間、それ以外の企業
に対しては4年間、拡大あるいは近代化プロジェクトを手掛
ける企業に対しては3年間の法人税免除、労働コストに関す
る法人税の控除、税額控除および特別免除などが含まれて
います。

非財政的インセンティブとしては、税関手続きの簡素化や、
委託された機器の無制限利用、外国人の雇用などが挙げら
れます。

1995年経済特区法（共和国法8748号で
修正された共和国法7916号）

この法律はエコゾーンと呼ばれる経済特区の開発を通じ
て経済成長を促すため、1995年に制定されました。フィリ
ピン経済区庁（Philippine Economic Zone Authority、以下

「PEZA」）により執行され、エコゾーンに立地する適格企業
にインセンティブを付与しています。

エコゾーンは、農業、工業、商業、観光・娯楽の各分野におけ
るバランスの取れた開発のために政府から指定された地域
で、工業団地、輸出加工地区、自由貿易地区、観光地区、IT施
設、公園などが含まれています。

各エコゾーンは独立したコミュニティとして開発され、政府の
干渉は最小限にとどめられ、経済、金融、工業、観光の開発に
向け、中央政府の支援を受けずに独自で管理していくことに
なります。さらに近隣のコミュニティやフィリピン国内の他の
団体との関係を構築するため適切な施設が提供されます。

エコゾーンに進出する可能性のある企業としては、輸出企
業、自由貿易区の企業、サービス企業、パイオニア企業、公益
事業会社、IT企業などが挙げられます。

リストAには、憲法や他の特別法規によって外国人の投
資・所有が制限されている事業活動分野が含まれてい
ます。

リストBには、法律に基づき外国人による保有が制限さ
れている事業分野や業種が記載されています。その中
には、国防あるいは法執行にかかわる事業活動や、公
衆衛生、公序良俗に影響を与える事業活動が含まれて
います。リストにはさらに科学技術省が定める先端テク
ノロジーに関与しておらず、払込資本金が20万米ドル
相当未満の国内で事業を行う中小企業の他、50人以上
の従業員を直接雇用している最低払込資本金が10万
米ドルの企業が含まれています。

フィリピン投資の概要

エコゾーンは、農業、工業、商
業、観光・娯楽の各分野にお
けるバランスの取れた開発の
ために政府から指定された地
域です。
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エコゾーンの企業に付与されるインセンテ
ィブ

エコゾーンの企業は事業の性格に応じて数多くの有利なイ
ンセンティブを受けることができます。その中には、法人税免
除期間終了後に適用される、国税、地方税に代わる特別税率

（税務上の総所得に対して5%）や、機器・原材料、その他物
品の輸入に対する免税措置、法人税免除、追加的な控除・減
免などがあります。

1992年基地転換・開発法（共和国法7227
号）

1992年基地転換・開発法（共和国法7227号）
1992年に制定されたこの法律に基づき、基地転換・開発庁、
スービック湾都市開発庁（SBMA）、スービック特別経済・自
由港地区（Subic Special Economic and Freeport Zone、以下

「SSEFZ」）が設立されました。SSEFZはオロンガポ市、スービ
ック行政区域、ザンバレス州、旧スービック海軍基地が占有
していた土地、フィリピンと米国の1947年軍事基地協定によ
って定められた隣接地、モロンとハーモーサ行政区域の土地
管轄区域、バターン州で構成されています。6万7,000ヘクタ
ールに及ぶスービック湾自由港（SBF）は、自立的な工業、商
業、金融、投資センターの他、600隻の船舶が停泊できる国
際的な港を造り上げる計画を掲げています。

クラーク特別経済区・自由港地区
2007年に共和国法9400号によって共和国法7227号が
修正され、クラーク特別経済区・自由港地区（Clark Special 
Economic and Freeport Zone、以下「CSEFZ」）を含む特別経
済区が追加されました。CSEFZはクラーク空軍施設が占有し
ていた土地、フィリピンと米国の1947年軍事基地協定によっ
て定められた隣接地、アンヘレス市、マバラカットとポラクの
行政区域、パンパンガ州、キャパスとバンバンの行政区域、
タルラック州の土地管轄区内の土地で構成されています。

SSEFZと同様、CSEFZは旧米軍の施設が民用に転換された
ものです。その目的は4,400ヘクタールの主要ゾーンと2万
7,600ヘクタールのサブゾーンを、IT産業や航空機産業、物
流・観光、それらの関連産業をターゲットとする先端的なア
ーバンセンターとして活用することにあります。CSEFZにはク
ラーク国際空港も含まれています。

これらの特別経済区に登録された企業は、高級商業施設、住
宅、観光施設の利用、輸入に関する税や関税の免除、国税や
地方税に代わる特別税率（税務上の総所得の5%）の適用な
ど、さまざまな投資インセンティブを受けることができます。

RAHQ、ROHQ、RWの条件およびライセン
ス要件を定めた規則（共和国法8756号）

共和国法8756号は1999年11月23日に制定され、多
国籍企業の地域・エリア統括本部（Regional or Area 
Headquarters、以下「RAHQ」）、地域経営統括本部（Regional 
Operating Headquarters、以下「ROHQ」）、地域統括倉庫

（Regional Warehouses、以下「RW」）の設立・維持に関する
規則やガイドラインなどを定めています。

ROHQは、地域・エリアの関連会社に対する適切なサービス
の提供を通じて収益を得ることを認められた多国籍企業が、
フィリピンに設立する支店です。提供するサービスには、一般
管理・計画立案、事業計画の策定・調整、原材料や部品のソ
ーシング・調達、資金調達に関する助言サービスなどが含ま
れています。

RAHQは、本社がフィリピンで収益を得ていない多国籍企業
が、フィリピンに設立する支店です。地域・エリアにおける子
会社、関連会社、支店の監督、コミュニケーション、調整セン
ターとしての役割を果たします。

フィリピン投資の概要



RWはスペア部品、コンポーネント、半製品、原材料の貯蔵、
預託、安全な保管を行う供給拠点、本部あるいは親会社によ
る取引や販売のサポート、本国のオフィスが輸出向けに現地
で購入した商品の保管あるいは倉庫としてのサービスを提
供します。

金融機関以外のRHQとROHQのライセンスは、BOIの推
薦に基づき証券取引委員会（Securities and Exchange 
Commission、以下「SEC」）から交付されます。金融機関の
ROHQに関するライセンスは、同じくBOIの推薦に基づきSEC
とBSPから交付されます。エコゾーン以外におけるRWの設
立、監督に関する執行当局はBOIとなります。

RAHQとROHQの税およびインセンティブ
の扱い

共和国法8756号は、RAHQ、ROHQとその外国人およびフィ
リピン人の双方の従業員に適用される優遇税制や金銭以外
のインセンティブについて定めています。これらのインセンテ
ィブには、地方自治体が課すあらゆる地方税、手数料、料金
の免除（土地改修や機器に対する実質的な財産税を除く）の
他、RAQ、ROHQだけで使用するトレーニングや会議に必要
な機器や資料の輸入（フィリピンで調達できないもの）に対
する税金や関税の免除などが含まれており、BOIの事前承認
が必要となります。

海外からRHQやROHQに出向している従業員には複数回入
国ビザの付与、携帯品や家財道具に対する税金や関税の免
除、通行税の免除などのインセンティブが付与されます。

投資家リース法（共和国法7652号）

外国人投資家は、共和国法7652号に基づきフィリピンの商
業用地について最大75年（以前は50年）のリースを受けるこ
とができます。

フィリピンに資本を投資したすべての外国人投資家は、この
法律に基づきフィリピンの法規や以下の規定を遵守すること
を条件に、個人保有の土地を賃借することができます。

1. 

2. 
3. 

1994年輸出開発法（共和国法7844号）

この法律は、輸出セクターへの投資を促すため、輸出業者に
インセンティブを提供するものです。輸出業者とは、一般的
に、通常の営業収入の少なくとも50%を海外への製品販売あ
るいはサービス提供で得ている企業を指します。

輸出開発法のポイント

輸出開発法（Export Development Act、以下「EDA」）のポイ
ントは以下の通りです。

• 

•

•

•

EDAに基づいて登録された輸出業者が利
用できるインセンティブ

EDAのインセンティブは、BOIやPEZAなど他の政府機関によ
る現行のインセンティブと併せて付与されます。

改正建設・運営・移転法（共和国法7718
号）

改正建設・運営・移転（Build-Operate-Transfer Law、以下
「BOT」）法は、通常は政府が行うインフラプロジェクトやサ
ービス提供に民間企業が参加する際の指針や規制フレーム
ワークについて定めています。

当初のリース期間は50年で、25年間の延長が1回のみ認
められる。
リースされる土地は投資のみに用いられる。
リース契約は包括的土地所有改革法および地方政府の
条例に準拠したものでなくてはならない。

輸出推進策を積極的に指揮する輸出開発委員会（EDC）
の組織化。
ワールドクラスのフィリピン貿易センターの設立など、民
間が担うことのできる輸出促進部門の民営化。 
輸出企業の資金ニーズ支援サービスに特化した民間主導
の輸出金融機関の設立。
輸出業者が強く求めている金銭的インセンティブの付与。
輸出業者の多くはインセンティブを利用しているが、新興
工業国ほど幅広く利用されていない。

投資ポリシーとインセンティブ
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税制
フィリピン憲法では、税制は統一性を持ち公平であること、また国会は
累進課税を推進することと定められています。共和国法8424号｢1997
年内国歳入法（税法）｣の成立により、合理的な内国歳入（国税）システ
ム・税務行政が整備され、持続的な経済成長を支えています。1997年内
国歳入法は随時改定されており、直近かつ最も重要なものは共和国法
10963号があります。これは税制改革法（Tax Reform for Acceleration 
and Inclusion、略称「TRAIN」）と呼ばれ、個人所得税、相続税、寄付者に
対する税率が引き下げられ、VATと物品税が拡大されました。



提案されている包括的な税制改革

税制の効率性を大幅に改善し、壮大な投資目標をサポートするために欠かせない資金調達を目指す中で、現政権は包括的
な税制改革案を提示しています。この改革案は4～5年（2017年から2021年）で成立する見込みです。この税制改革案は4項
目のパッケージや提案で構成されています（共和国法10963号は個人の所得税を対象とした最初の税制パッケージ）。他の
税制パッケージでは、法人所得税の軽減、インセンティブの調和、税収減を埋め合わせる措置などが盛り込まれる見込みで
す。

所得税制

法人分類

内国法人はフィリピンの法律によって設立され、課税ベー
スは全世界での純所得になります。居住外国法人は、フィリ
ピンを源泉とする課税所得の純額に対して課税されます。
一方、非居住外国法人は、フィリピンを源泉とする総所得
に対して課税されます。居住外国法人は、海外の法律に基
づいて設立され、フィリピン国内で貿易または事業に従事
する法人を意味します。その他の外国法人は非居住と見な
されます。

内国法人および居住外国法人に対する法人所得税率　

法人所得税は、課税所得純額の30%です。ただし、現在進
められている税制改革では、税率を25%に引き下げること
が検討されています。ロイヤリティー（使用料）、利息、配当
およびその他の受動所得に関しては、異なる税率が適用さ
れます。

特定の内国法人および特定の居住外国法人に適用される
特別所得税率　

私立の教育機関および非営利病院は、課税所得に対し
税率10%が課されます。外貨建預金ユニット（foreign 
currency deposit unit、以下「FCDU」）およびオフショア・バ
ンキング・ユニット（offshore banking unit、以下「OBU」）に
ついては、非居住者との外貨建取引から生じた所得は免税
になります。一方、FCDU、OBU以外の居住者への外貨建貸
付金から生じた利息には、10%の最終税（Final Tax）が課さ
れます。国際航空会社は、フィリピンでの総売上に対して最
終税2.5%が課されますが、本国がフィリピンの航空会社に
同様の免税措置を提供する場合はこれが免除されます。多
国籍企業の地域・エリア統括本部は、法人所得税が免除さ
れ、多国籍企業の地域経営統括本部は課税所得の純額に
対して10%の課税となります。

所得税免税（Income Tax Holiday）や税務上の総所得に対
する5%総所得課税（5%GIT）などの税制優遇措置は、スー
ビック自由港・特別経済区、クラーク自由港・特別経済区な
どのエコゾーン進出企業に対して適用されます。

支店送金税

フィリピンに所在する外国法人の支店が外国に所在する
本店に送金する利益に対して、一般に税率15%が課税され
ます。ただし、PEZA登録事業およびスービック湾首都圏庁
やクラーク開発公社の特別経済区内の企業は対象外にな
ります。

法人にかかるその他税金　

最低法人税（minimum corporate income tax、以下
「MCIT」）、付加給付税（fringe benefit tax、以下「FBT」）、
不当留保金課税（improperly accumulated earnings tax、
以下「IAET」）などがあります。

フィリピン投資の概要
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最低法人税（MCIT）　

内国法人および居住外国法人の総所得に対して税率2%
の外形標準課税が課されます。操業から4年目以降に、課
税所得に対し税率30%で算出する通常法人税額との比較
で、2%MCITの税額が高い場合、MCITが課税されます。この
場合、通常法人税額とMCITの税額の差額は、次年度以降3
年間にわたって繰越控除できます。

例外として、長期の労働争議や不可抗力、事業損失に伴う実
質的な損失が継続した場合に、企業側がそれらの証拠を提
出し、国税局（Bureau of Internal Revenue、以下「BIR」）局長
から権限を委譲された代理人によってかかる事実が認定さ
れれば、財務長官がMCIT課税を一時停止する場合がありま
す。

付加給付税（FBT）　

付加給付は管理職に対し供与されるもので、この付加給付
を金銭的価値に換算してグロスアップした金額に対し、原則
35%の税率で課税されます。

不当留保金課税（IAET）　

内国法人の不当留保金に対して税率10%で課税されます。
ただし、公開企業、銀行、ノンバンク、保険会社は対象外です。
企業が合理的必要性を超えて留保金を保有している場合、
特段の反証がない限り、株主への課税を回避する目的と見
なされます。

非居住外国法人への課税　

税法上、原則として非居住外国法人は、配当、使用料、ロイヤ
リティー、報酬、技術支援料所得などのフィリピンを源泉とす
る総所得について30%の税率が課されます。これらはフィリ
ピンにおいて源泉徴収されます。また、非居住外国法人の所
在する国によっては、租税条約上の軽減税率が適用されま
す。

フィリピン投資の概要

共和国法8424号｢1997年内
国歳入法（税法）｣の成立によ
り、合理的な内国歳入（国税）
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個人

共和国法10963号における個人の所得税

居住者、非居住者、居住外国人、フィリピンで事業に従事す
る非居住外国人は、原則として累進課税が適用され、25万
フィリピン・ペソを上回る所得に20～35%の税率が課されま
す。OBU、多国籍企業の地域・エリア統括本部、多国籍企業の
地域経営統括本部、石油関係の請負企業および下請企業が
資格を認められた非フィリピン人従業員に支払う報酬、なら
びにフィリピン人従業員に支払われる一部の報酬は、同じ累
進課税の対象となりました。フィリピンで事業に従事しない
非居住外国人は総所得に対し一律25%が課税されます。

一般的に、個人所得税の課税対象となる主な所得は、給与
所得あるいは個人事業所得です。ロイヤリティー、利息、配当
および他の受動所得については、別途異なる税率が課され
ます。 

その他の免税措置

居住者および居住外国人は、13カ月目の給与およびその他
の福利厚生に対して最大で9万フィリピン・ペソの免税資格
があります。

租税条約

フィリピンと租税条約を締結している場合、所得税の免除あ
るいは軽減税率が適用されますが、その場合、BIRに対し事
前に租税条約適用の手続きを申請する必要があります。フィ
リピンと租税条約を締結している国は以下の通りです。

源泉税の仕組み

オーストラリア 
オーストリア
バーレーン 
バングラデシュ 
ベルギー
ブラジル
カナダ
中国
チェコ 
デンマーク 
フィンランド
フランス 
ドイツ 
ハンガリー
インド
インドネシア
イスラエル
イタリア
日本
韓国
クウェート

マレーシア
オランダ
ニュージーランド
ナイジェリア
ノルウェー
パキスタン
ポーランド
カタール
ルーマニア
ロシア
シンガポール
スペイン
スウェーデン
スイス
タイ
トルコ
アラブ首長国連邦 
英国
北アイルランド
米国 
ベトナム                                                                                     

所得課税上、個人は以下のよ
うに分類されます。

居住者

フィリピン国内外を源泉とする
給与所得や個人事業所得、雑
所得に対し課税されます。

非居住者

非居住者とは、国際貿易に従
事する船舶の乗組員や海外で
働く労働者など、海外で提供し
たサービスに対する報酬を得
ている者を指します。課税対象
は、フィリピンを源泉とする所
得のみが課税対象となります。

居住外国人

フィリピンを源泉とする所得の
みが課税対象となります。

フィリピンで事業に従事する非
居住外国人　

フィリピンで事業に従事する非
居住外国人 フィリピンを源泉
とする所得のみ課税されます。 
　
フィリピンで事業に従事しない
非居住外国人　

フィリピンで事業に従事しない
非居住外国人 フィリピンを源
泉とする総所得に対し課税さ
れます。

控除対象源泉税

居住者が別の居住者に対
して支払う特定の所得にか
かる源泉税。物品やサービ
スの受け手である所得の支
払者が源泉徴収し、所得の
受け手が所得税を申告す
る際に源泉税額を控除で
きます。

給与源泉税 

給与所得にかかる源泉税。
源泉徴収義務者である雇
用者が源泉徴収します。一
定の要件を満たせば、従業
員は年次の所得税申告を
する必要はありません。

ただし雇用者は、給与支
払・源泉徴収証明書をBIR
に提出しなければ 
なりません。

最終源泉税

最終源泉税というシステム
では、所得の支払者である
源泉徴収義務者によって源
泉徴収された所得税額が｢
最終的｣かつ｢満額｣である
ため、所得税の負担者（＝
所得の受け手）による申告
納税を必要としません。一
方で、源泉徴収義務者によ
る申告納税のみが義務付
けられています。

税制
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付加価値税 (VAT)
原則として、物品やサービスの販売、資産のリース、物品の輸入に対して12％のVATが課税されます。現在適用されている税
法も、ゼロレートVATのかかる取引とVAT免税取引について定義しています。

物品税

物品税は、フィリピン国内で生産され、国内で販売、消費、処分さ
れる特定の物品（たばこ、酒、石油製品、鉱物製品、自動車など）に
課税されます。また、特定の輸入品に対してもVATや関税とは別
に、物品税が課税されます。

共和国法10963号における物品税率は、たばこ、石油製品、自動
車、鉱物製品に対して引き上げられました。物品税は、甘味料入り
の飲料と必須でない美容整形手術にも課されます。

百分率税

国内旅客輸送業、国際航空貨物業、娯楽事業者など、VAT非課税
の個人・事業者は、総収入に対しそれぞれ個別の税率で課され
ます。

株式取引税

取引される株式の総販売額に対し、税率0.6%で課税されます。

新規株式公開税

非公開同族会社（Closely held Corporation）の株式を新規株式
公開（IPO）によって取引（売却・交換・処分）する場合、発行済株式
総数に占める売却する株式数の比率に応じて、以下の税率で課
税されます。非公開同族会社とは、発行済株式の少なくとも50%
以上、あるいは議決権付株式の少なくとも50%以上について、間
接的・直接的に20人以内で所有している企業を指します。

IPO税は、国内の証券取引所に公開後の発行済株式総数に対す
る売却・交換株式の割合に応じて、以下の税率で課税されます。

株式公開時に、IPO税を負担するのは株式を発行する会社です
が、2回目の公募時には株式の売り手がIPO税を負担します。

株式の総販売額、あるいは取引にかかる総額を課税ベースとし
ます。

印紙税

印紙税は、債務、権利、資産の引受け、委任、売却、譲渡に関する
文書・証書に課されます。貸借契約書、賃貸契約書、株式などの
有価証券、保険証書、委任状などの作成者、署名者、発行人、引受
人、譲渡人が課税対象となります。

銀行や一部の金融機関、海運業者、航空会社、プリニード保険会
社、教育機関は2010年7月1日以降、インターネット上のDSTシス
テムを使用することが義務付けられました。

共和国法9648号により、フィリピン証券取引所(PSE)に上場して
いる株式の売却・交換に対しては印紙税が免除されています。 

共和国法10963号では、共和国法9243号｢印紙税合理化法｣の
対象となる取引に対して、新たなDST税率が導入されました。

関税

フィリピン国内に輸入される物品は原則として関税および12％の
VATが課せられ、特定の物品については物品税が課税されます。
課税ベースとなるのは、一般には物品の取引価格です。取引価格
は、フィリピンへの輸出時の支払価格を基に所定の調整を行った
ものを指します。税率は、関税法（TCCP）の品目分類を採用した
2016年税関近代化・関税法（CMTA）の品目分類によって規定さ
れます。税率は一般的に0－30%の範囲です。関税法には最恵国
税率（MFN rate）、および特にASEAN自由貿易協定（AFTA）の共
通効果特恵関税税率の規定があり、一般的に後者の税率はMFN
税率より低くなっています。

特定の輸入、例えば、物品が保税倉庫に保管される場合、あるい
はPEZA法等の特別法の規定に基づく輸入に関しては、関税が免
除されます。CMTAに基づき、輸入者とその仲介業者は物品の輸
入日から3年間、輸入記録の保管を義務付けられています。BOC(
関税局)は輸入者や仲介業者が規則を遵守していることや、輸入
にかかわる関税や税の徴収漏れがないことを確認するため、上
記3年間の記録について事後調査を行うことがあります。

地方税

地方自治体法の規定により、州、市、町などの地方自治体（LGU）
は所轄内において、法による免税規定の対象外については特定
の活動や事業に対する課税権を持ちます。また、土地、建物、機械
などの固定資産に対し年次で従価税を課すほか、、売却、寄付、交
換など固定資産のいかなる移転に関しても課税権を有します。た
だし、所得税、関税、印紙税、贈与税などに関しては課税権を持ち
ません。

25%以下の場合
25%超33.33%以下の場合
33.33%超の場合 

4%
2%
1%

Taxation

19



投資優先計画
2017年度の投資優先計画（IPP）は、ロドリゴ・ドゥテルテ大統領による
2017年2月28日付のメモランダム指令12号で承認、2017年3月18日か
ら施行され、2019年まで有効となります。

BOI（投資委員会）はドゥテルテ大統領の10項目の社会的・経済的な政
策課題、長期政策ビジョン「アンビション・ナティン2040」、およびフィリピ
ン開発計画2017～2022に沿って、10項目の優先的な投資事業を定め
ました。

2014年度のIPPに大規模な修正が施された新たなIPPでは、零細・中小
企業（MSME）を重視した事業活動やイノベーション主導の事業活動、医
療や環境に配慮した事業活動が盛り込まれました。さらに、マニラ首都
圏以外への投資や新規参入を奨励しており、さまざまなセクターにおい
て包括的で参加型の経済成長を促そうとするドゥテルテ政権の産業政
策を反映したものとなっています。

投資優先の対象は、工業製品の生産や農産物加工など引き続き製造業
への投資を特に重視したものとなっています。商業生産には農水産品だ
けではなく、林産品も含まれています。戦略的投資優先分野には、、通信、
最先端のエンジニアリング、船舶修理を除く調達・建設（EPC）が盛り込ま
れました。低価格住宅開発事業に関しては、1戸あたりの分譲価格上限が
300万フィリピン・ペソから200万フィリピン・ペソに引き下げられました。
医療施設に関する優先項目としては薬物更生施設が追加されました。 

原油やガスのパイプラインプロジェクトもインフラの優先項目に追加さ
れました。

消費財メーカーはミンダナオ・イスラム教自治区（Autonomous Region 
in Muslim Mindanao、以下「ARMM」）のリストから除外されましたが、
銀行、ノンバンク、エネルギーが投資優先事業に加えられました。



投資優先分野
I. 投資優先事業

1. 

2.

3.

農産物加工を含むすべての適格な生産活動

•
•

•

近代化プロジェクトを除き、マニラ首都圏以外のプロ
ジェクトが対象。

農林水産業

•
•
•
•

農業支援サービスやインフラ向けの近代化プロジェク
トを除き、マニラ首都圏以外のプロジェクトのみ対象。

戦略的サービス

•
•

•
•

•
•
•

工業製品の製造
農産物および水産物の加工。 ハラル（イスラム教の
戒律に従った食べ物）やコーシャー（ユダヤ教の戒
律に従った食品）の基準を満たした食品原材料を半
製品・中間品あるいは最終製品に加工する事業を
含む
プレハブ住宅の部材、部品やコンポーネントを含む
機械・機器の生産

農産物、水産物、林産品の商業生産
種子・苗木の生産
養殖場やふ化場の設置
乾燥、低温貯蔵、エアブラスト凍結、バルクハンドリ
ング・貯蔵、収穫、耕起、噴霧・ダスティング、食品加
工、トレーディングセンター、低開発地域の製氷工
場、AAA等級の食肉・鶏肉処理工場向け等の支援サ
ービスやインフラ、その他支援サービス

集積回路の設計
クリエイティブ産業・知識集約型のサービス

a.  国内市場向けの IT ビジネスプロセ
     ス管理（コンタクトセンター、データ分析など）
b.  アニメ、ソフトウェア開発、ゲーム開
     発、健康情報管理システム、 エンジニア
     リング設計
c.  デジタルあるいはテクノロジー分野の
     新興企業・事業

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.航空機の整備、修理、総点検 
LPG車を除く代替エネルギー車両の充
電・燃料補給ステーション 
I産業廃棄物処理
通信（登録資格を有するのは新規参入事業者のみ）
工場およびインフラのための最先端のエンジニアリ
ング、調達、建設

薬物更生施設を含むヘルスケアサービス 

大規模住宅開発（1戸あたり200万フィリピン・ペソを
上限とする低価格住宅開発）

都市部の賃貸向け低価格住宅プロジェクトは対象外。
、マニラ首都圏以外のプロジェクトに限定。

地方自治体の官民パートナーシップ（LGU-PPP）プロジ
ェクトを含むインフラ・物流プロジェクト

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

イノベーションドライバー

•
•

•

包括的ビジネスモデル

アグリビジネスや観光セクターにおいて零細・小規模
企業（MSE）にバリューチェーンの一部としてビジネス
機会を与える中規模・大規模企業（MLE）の包括的な
ビジネスモデル

環境あるいは気候変動問題関連プロジェクト

•

•
•

エネルギー

•

•

製品の製造・組立て、エネルギー効率関
連施設の設立
国際基準に適応したグリーン・シップ・リサイクリング
民間出資の資源回収施設の設立

研究開発（R&D）活動
中核的研究拠点、イノベーションセンター、企業支援
ハブ・制作ラボ・共同作業スペースの設立 
新規・新興テクノロジー、科学技術省や政府出資の
R&D機関が開発した製品の商用利用

空港、港湾
空運、陸運、水運
液化天然ガス（LNG）の貯蔵・再ガス化施設
原油・ガスのパイプラインプロジェクト
バルク水の処理・供給 
トレーニング施設
研究施設
国内の産業区域
PPPプロジェクト
有料道路

従来型燃料、排熱、その他廃棄物を利用
した発電プロジェクト 
バッテリー・エネルギー貯蔵システムの確立

フィリピン投資の概要
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II. 輸出事業

III. 特別法規

IV. ARMMリスト

1. 
2.

 

3.

輸出品の生産・製造 
サービスの輸出 
マニラ首都圏に進出するサービス輸出コ
ンタクトセンターや非音声のビジネス処
理サービスは、2020年までにインセンテ
ィブを受ける資格を失う可能性がある。
輸出支援事業

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

産業用植林（大統領令705号：フィリピン改正森林
条例）
鉱業（共和国法7942号：1995年フィリピン鉱山法）
資本財に関するインセンティブに限定
書籍・教科書の発行または印刷（共和国法8047号：
書籍発行産業開発法）
石油製品の精製、貯蔵、販売、流通（共和国法8479
号：1998年川下石油産業規制緩和法）
障害者のリハビリテーション、自己啓発・自立（共和
国法7277号：障害者大憲章）
再生可能エネルギー（共和国法9513号：2008年
再生可能エネルギー法）
観光業（共和国法9593号：2009年観光業法）

2017～2019年のARMMリストには以下の優先投資分野
が含まれています。

1. 

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

輸出事業

•
•

農業、アグリビジネス、水産養殖・漁業
基幹産業
インフラ、サービス
産業サービス施設
エンジニアリング業界
物流
東ASEAN成長地域（ブルネイ、イン
ドネシア、マレーシア、フィリピン）の
貿易、投資企業 
観光業
健康・教育サービスと施設
ハラル業界
.銀行、銀行以外の金融機関・施設 
エネルギー

輸出業者、サービス輸出業者 
輸出業者支援事業

投資優先計画



ASEAN 経済共同体
フィリピンはインドネシア、マレーシア、シンガポール、タイと共
に、ASEAN（東南アジア諸国連合）の創設メンバー5カ国の1つです。フィ
リピンは創設50周年となる2017年にASEAN議長国を務め、ASEANサミ
ットを開催しました。



ASEANは1967年8月8日に創設され、協力、友好、非介入の
原則に基づき、以下の目的を追求しています。

地域の目標達成を目指したASEAN経済共同体（ASEAN 
Economic Community、以下「AEC」）の創設により、強力な経
済圏が誕生しました。AECの経済規模は合わせて2兆5,500
億米ドルに達し、世界で6位、アジア地域では3位となります。

地域内のGDP成長率は2016年に4.8%を記録し、全体の貿
易額は2.2兆米ドルに達しました。同地域は、世界で海外直
接投資が5番目に多く、その割合は5.6%に達します。

ASEAN事務局が2007年11月に発表した当初のAECブルー
プリントは、2015年12月31日の正式なAEC発足に向けた広
範で包括的な指針を示しています。ブループリントは、（a）単
一の市場と生産拠点、（b）競争力の高い経済、（c）公正な経
済発展、（d）世界経済への統合という四つの柱を掲げていま
す。

第一の柱は物品やサービス、投資、熟練労働力の自由な移
動、資本の自由な移動を通じて単一の市場や生産拠点の創
設を目指すものです。第二の柱は農業、金融サービス、競争
政策、知的所有権、消費者保護など多くの分野における共通
のフレームワークや基準、相互協力を通じて事業がしやす
く、イノベーションを後押しする地域環境を作り上げること
や、輸送やインフラネットワークの接続性の向上を目指して
います。第三の柱は加盟国間の障壁を取り除くことによって
公正な経済発展を実現するほか、中小企業に地域やグロー
バルなバリューチェーンへの参加を促す創造的なイニシア
ティブを通じて経済のダイナミズムを高めることを目指して
います。第四の柱はグローバルな供給ネットワークへの参加
を拡大しながら域外との経済関係を強化するための明確な
アプローチを通じ、AECを世界経済の本流に完全に統合する
ため、AEC外に目を向ける必要性を指摘したものです。

地域における経済成長、社会
的進歩、文化的発展の加速
地域の平和および安定の促進
共通の利益となる問題に関する
積極的な協力と相互支援の促進
トレーニング・リサーチ施
設を通じた相互支援の提供
農業や産業の利用拡大、貿易の拡大、輸
送・通信施設の改善、住民の生活水準の向
上に向けたより効果的な協力関係の構築  
東南アジアに関する研究の促進
目標や目的を同じくする既存の国際組織と
の密接で有益な協力関係の維持

•

•
•

•

•

•
•

フィリピン投資の概要
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AEC 2015：マイルストーン

ASEAN事務局は AEC 2015 に基づく主
な達成事項として、以下の項目を挙げています。

AEC 2016～25：今後の展望

発展する世界経済に足並みをそろえる必要性から、2015年
のAEC創設につながりました。AEC2015のダイナミックなプ
ロセスを支えるため、2016年から2025年まで進められる
ASEANの経済統合の指針として、AECブループリント2025が
策定されました。AECブループリント2025は、「ASEAN 2025
：共に前進する（Forging Ahead Together）」を構成する文書
の1つです。

新たなブループリントは2025年までにAECを強化することを
目指すもので、以下のような性格や指針を持っています。

1.

2.

3.

4.

5.

高度に統合されたまとまりのある経済: 物品やサービ
スの取引、投資環境、金融の統合、インクルージョン（
一体性）とセキュリティ、熟練労働者や出張者の移動
の促進、グローバルなバリューチェーンへの参加拡大。
競争力があり、イノベーティブでダイナミックなASEAN:
効果的な競争政策、消費者の保護、知的所有権に関す
る協力の強化、生産性を原動力とする成長、イノベー
ション、研究開発、テクノロジーの商用利用、課税に関
する協力、優れたガバナンス、効果的・効率的・明確で
対応能力の優れた規制や規制慣行、持続可能な経済
発展、グローバルなメガトレンド、新たに生まれつつあ
る貿易関連問題。
コネクティビティの強化とセクターごとの協力: 輸送、
情報通信技術、電子商取引、エネルギー、食料、農林
業、観光業、ヘルスケア、鉱物資源、科学技術。
強力かつ包含的で、人々を重視し、人  々中心の 
ASEAN: 零細・中小企業、民間セクター、PPPの役割を
強化し、発展格差を縮小する。地域の統合に向けたス
テークホルダーの貢献。
グローバルなASEAN: 域外との経済関係に関するより
戦略的で一貫したアプローチ、現状のFTAの見直し、経
済パートナーシップの強化、地域や世界のパートナー
とのかかわり、多国間の貿易システム支援継続、グロ
ーバルかつ地域的な組織の関与の促進、地域フォーラ
ムへの積極的な参加。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

市場のさらなる自由化: ASEAN域内の輸入関税が事
実上撤廃され、サービス分野における公的な規制も徐
々に緩和されたことから、人々は地域内で取引や事業
を行う機会が増大した。
取引コストの削減: 関税手続き、原産地規則、テクニカ
ルな規制の調和、相互承認協定など、国境を越えた取
引プロセスが簡素化された。
投資制度の改善: ASEAN は国内外の投資家にとって、
一段と魅力的な投資先となった。
熟練労働者のモビリティの拡大:  熟練労働者やプロフ
ェッショナルの国境を越えた移動が容易になった。
自由貿易協定や包括的な経済提携協定: ASEANの企
業は域外市場に事業を拡大する機会が増え、域内と
グローバルなバリューチェーンにおける役割が高まっ
ている。
事業がしやすく、イノベーションを支援する環境: 農
業、金融サービス、競争政策、知的所有権、消費者保
護、中小企業の発展など、さまざまな分野における共
通のフレームワークや基準、相互協力体制の導入を通
じて達成されている。
輸送、その他のインフラネットワークの物理的改善: こ
うした改善は国境を越えた輸送を容易にするだけでな
く、全般的な事業コストの削減にも寄与し、ASEANの
人々や企業により生産的な協力の機会を提供すること
ができた。
発展格差の縮小: 地域統合に向けたプロセスと共
に、ASEAN加盟国間の発展格差の縮小につながるイ
ニシアティブも導入された。

フィリピン投資の概要

ASEANは、今後2015年以降のアジェンダに基づき、AEC 
2015が着手した取組みを継続していく方針です。さらに、
予想される新たな課題や機会だけでなく、効率的な組織、
適切なリソース、効果的な計画立案と監視体制を通じ、コ
ミュニティ構築プロセスの成功も期待されます。

AECブループリントは、（a）単一の
市場と生産拠点、（b）競争力の高
い経済、（c）公正な経済発展、（d）
世界経済への統合という四つの
柱を掲げています。
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ASEAN 経済共同体

Population

Major Trading Partners

Source: ASEAN Secretariat

Source: ASEAN Statistical Yearbook 2016/2017
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ASEAN 経済共同体

EY の ASEANリーダー

ASEANアドバイザリーリーダー
Chow Sang Hoe
Eメール sang-hoe.chow@my.ey.com
電話: +6 012 388 7016 

（マレーシア）

ASEANアシュアランスリーダー
Rauf Rashid
Eメール abdul-rauf.rashid@my.ey.com
電話: +6 037 495 8728 

（マレーシア）

ASEANトランザクションリーダー 
Vikram Chakravarty
Eメール: vikram.chakravarty@sg.ey.com
電話: +65 6309 8809 （シンガポール）

ASEAN税務リーダー
Yeo Eng Ping
Eメール: eng-ping.yeo@my.ey.com
電話: +6 012 271 5215 (Malaysia)

ASEAN財務サービス組織リーダー
Nam Soon Liew
Eメール: nam-soon.liew@sg.ey.com
電話: +65 6309 8092 （シンガポール）

Source: ASEAN Economic Community Chartbook 2017, ASEAN Statistical Highlights 2018 
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フィリピンでの企業設立
新政権はフィリピンでの企業設立を迅速かつ容易にできるようにしたい
と考えており、官僚主義の撲滅やプロセスの合理化を目指しています。
企業設立の要件は企業形態や立地によって異なります。また、SEC（券取
引委員会）、DTI（貿易産業省）、BIR（内国歳入庁）、地方自治体など、必要
に応じてさまざまな政府機関への登録が必要となります。企業がインセ
ンティブを受ける資格を得るためには、フィリピン経済特区庁や投資委
員会などインセンティブを推進する機関（12ページ参照）にも登録しなく
てはなりません。



SEC（証券取引委員会）

SECはフィリピンでの事業あるいは支店開設を認められた外
国法人を含むフィリピンで組織されたすべての企業やパート
ナーシップの登録、ライセンスの付与、規制、監督に責任を
持つ政府機関で、その対象にはフィリピンでの事業あるいは
支店開設を認められた外国法人も含まれます。

SECは次の法規などに従って業務を遂行する責任を負って
います。

迅速な登録

新たな企業の登録を促すため、SECは一定の形態の企業に
対し「エクスプレスレーン」と呼ばれる申請手続きを特別に
用意しています。必要な書類がすべて整い、他の機関からの
事前承認が得られていれば、朝提出された申請は、通常その
日のうちに承認されます。

DTI（貿易産業省）

会社法に基づいて設立されたすべての企業に対し、SECに登
録後、DTIに商号を登録することが推奨されています。

DTI- National Capital Region（DTI- NCR）は、マニラ首都圏
における貿易・産業セクターの振興と登録に関する業務を担
う主要な政府機関の1つです。

DTI-NCRの業務の1つは、共和国法3883号に基づいて決定
された商号の登録です。商号を登録するには、企業の定款、
付属定款、SECから交付された登録証書のコピーをDTIに提
出し、登録手数料を支払う必要があります。登録された商号
の有効期間は5年間です。

BIR（内国歳入庁）

BIRは税法に基づき国税の徴収を執行する業務を担ってい
ます。

すべての納税者は、BIRから納税者番号（TIN）を取得し、BIR
に提出するすべての納税申告書にそれを明記しなくてはな
りません。

納税主体である事業所を所轄するBIRの歳入地域オフィス
（Revenue District Office、以下「RDO」）にも登録が必要で
す。納税者の会計帳簿、請求書、レシートは、事前にRDOに登
録しなくてはなりません。

地方政府

フィリピンは州、行政区域、公認都市に分かれており、それぞ
れが一定程度の自治権を持っています。地区（バランガイ）は
地方自治体の最小単位です。

1991年地方自治体条例として知られる共和国法7610号は、
地方自治体の構造について、より詳細で分かりやすい規定
を定めています。地方自治体は地方分権制度により多くの権
力、権限、責任、リソースを与えられています。それぞれの自
治体は法に基づき委譲された権限に従い、税や他の手数料
の決定と徴収を認められています。あらゆる事業体は事業所
が所在する地区、行政区域あるいは市、州からライセンスや
許可を得る必要があります。適切な条例に基づいて徴収され
た税、手数料、料金は、地方自治体の収入となります。それぞ
れの行政区域や市は、企業の登録手続きや課税に関する独
自の条例を定めています。

地方自治体は、不動産の所有者や利用者に不動産税を課
し、徴収する権限を有しています。

フィリピン投資の概要

大統領令902号-Aおよび証券規制条例（SRC）
大統領令902号-AはSECの再編を扱い、また、企業の不正
行為、企業間の紛争、当局者や企業幹部がかかわる選挙
問題、支払手続きの停止、再生プロセスなどに関する問題
について、聴取や決定を行う権限をSECに与えています。

しかし、証券規制条例の施行に伴い、Rule 5.2, Title IIに
よって上記のあらゆる問題に関するSECの管轄権が廃止
され、聴取や決定を行う管轄権が正規の裁判所に移管さ
れました。こうした権限の再調整により、SECは証券規制条
例の規定に沿って、資本市場の発展の促進に重点を移し
ています。

フィリピンの会社法（Batas Pambansa Blg.   68）
会社法は企業の設立から解散に至るまでの企業と株主の
関係を律する主な法規で、民間企業を投資ビークルとし
て管理する基本的なルールを定めています。
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競争力のある人材

フィリピンの労働者は教育水準や識字率が高く、国民の多
くは英語を話すことができます。ユネスコ統計研究所によ
ると、15歳以上の識字率は98.11%に達しています。また、
国連人口部によると、年齢の中央値は24.2歳という若さで
す。フィリピンは世界で最も労働市場での競争力が高い国
の1つで、国際経営開発研究所（Institute of Management 
Development、以下「IMD」）がまとめた2017年の世界競争
力調査では、フィリピンは61カ国のうち4位にランクされま
した。IMDが発表した世界人材調査（各国が人材を開発、誘
致、保持できる能力の3つの項目に基づき評価したもの）で
も、フィリピンは即応性の面で11位にランクされました。すべ
ての評価基準の中では、熟練労働力の確保（4位）、有能な上
級幹部の確保（17位）、語学力（13位）、上級幹部の国際経験

（23位）などで高く評価されました。また、アピール要因の中
では、実習期間の充実度（29位）、従業員教育の重要性（34
位）も上位半分に入りました。

世界経済フォーラムが発表した2016～2017年の世界競争
力指数では、フィリピンは138カ国のうち、高等教育や訓練に
ついて高い評価を受けました。具体的には、スタッフのトレ
ーニング（38位）、マネジメントスクールの質（38位）、教育シ
ステムの質（46位）、現地で特別なトレーニングサービスを
受けられる体制（43位）などがランキングを押し上げる要因
となりました。さらに、労働者の知識とスキルの強化に関する
フィリピン開発計画の目標も達成に向けて順調に進展して
おり、高等教育や技術教育・職業訓練（technical vocational 
education and training、以下「TVET」）を修了する労働者が
引き続き増えています。

高等教育委員会（CHED）が国家開発計画や2018年までの
人材需要に基づき教育プログラムのうち優先度の高い課程
を決定し、その実施を推進するほか、労働・雇用省は、主要産
業が2020年までに必要とする雇用需要を調査し、需要があ
る275の職業と需要を満たすことが困難な102の職業を決
定しました。その分野は農業、エンジニアリング、科学・数学、
情報技術、教員養成、健康科学、芸術・人文科学、社会・行動
科学、ビジネス管理、建築、海運業界、通信などに及んでいま
す。

2014～2016年にかけて、技術教育スキル・開発局が実施
する組織・企業・コミュニティベースのプログラムやオンラ
インプログラムを終えたTVETの修了者は、合わせて606万
6,673人に達しました。こうした修了者は、フィリピンと海外の
双方で働ける高い資質を持つと認定されています。

出典：国連人口部、技術教育スキル・開発局、フィリピン統計局、国
家経済開発局

フィリピンでの企業設立



フィリピン移住に関する一般情報
フィリピンは、地理的な戦略性と強力な社会経済プロジェクトにより、世
界で最も急速に成長しています。また、さまざまな産業において海外投資
の機会が豊富にあります。フィリピンは地域内の主要な投資拠点となって
おり、17万7,000人を超える外国人が移住し、国内に強力なグローバル
コミュニティを確立しています。



フィリピンへの入国

フィリピンに入国する外国人は、通常は旅行者として30日滞
在できます。フィリピンに入国する際は、出国予定日から6カ
月以上有効なパスポートが必要であり、出発地へのリターン
チケット、または次の目的地への航空チケットも必要となり
ます。入国ビザは、旅行者の国籍によって必要となる場合が
あります。

フィリピンでの労働

外国人がフィリピン国内で経済活動を行う期間に応じて、入
国管理局（Bureau of Immigration、以下「BI」）が発行する特
別就労許可（Special Work Permit、以下「SWP」）または就労
ビザが必要となります。SWPは、外国人の経済活動が6カ月
を超えない場合に有効となります。外国人が6カ月を超えて
フィリピンに滞在する場合、就労ビザが必要です。  規則上の
特別な除外または免除がない限り、労働雇用省（DoLE）が発
行する外国人雇用許可証（AEP）も必要となります。AEPは、
外国就労者が望む労働またはサービスに関し、当該就労に
関する能力を持ち、それを希望し、かつ実行できるフィリピン
人が存在しないと判断された場合に発行されます。外国人に
はいくつかの種類の就労ビザが発行されます。取得が必要と
なる就労ビザの種類は、ビザの発行を申請する国内企業の
過半数株主の市民権に間する外国人の市民権、外国人が勤
務する企業の種類、申請企業の場所といったいくつかの要
因が考慮されます。移住サービス業者に相談し、申請する就
労ビザの種類、文書上の要件、ビザの手続きを確認するとよ
いでしょう。

その他の情報

同伴する家族は、扶養家族ビザを申請できます。

外国人の申込者とフィリピンの申請企業の両方が外国人の
採用と雇用に関する規則を守らなければなりません。移民法
および関連法の違反は、罰金、国外退去、懲役、フィリピン入
国または外国人の今後の採用におけるブラックリストへの登
録となる可能性があります。

出典：入国管理局、観光省
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フィリピン投資の概要

フィリピンの概要
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フィリピンの概要

出典：投資家関係事務局、フィリピン・デイリー・インクワイヤラー議会、鉱山地質局、ビジネスミラー、フィリピンスター、フィリピン中央銀行
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SGV & Co.

アシュアランス | 税務 | トランザクション | 　アドバイザリー

SGV & Co.について

SGVは、フィリピン最大のプロフェッショナル・サービスファームです。アシュアランス、税務、トランザクション、アドバイザリーの各種サービスを提供していま

す。当法人は提供するすべてのサービスにおいて、リーダーを育成し、よりよいフィリピンを目指すビジネスをサポートすることを理念としています。この理念

にもとづいて、積極的な変革と、あらゆる面における成長を目指します。 当法人の知見と高品質のサービスは、人々を育て、コミュニティーを強化し、ビジネス

と経済の発展に寄与します。これらすべてを通じて、よりよいフィリピンと、よりよいビジネス環境の構築に貢献します。

SGV & Co.は、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのメンバーファームです。

EYは、世界的な組織、およびアーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのメンバーファームに言及することがありますが、こうしたメンバーファームは

独立した法人です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の有限責任保証会社であり、クライアントにサービスを提供しません。

当組織の詳細についてはwww.ey.com/PHをご確認ください。
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当法人のサービスの詳細については、以下
にご連絡ください。 

J. Carlitos G. Cruz
会長兼マネージングパートナー
Eメール：j.carlitos.g.cruz@ph.ey.com
電話：(632) 8894 8162

Wilson P. Tan
副会長兼副マネージングパートナー 
Eメール：wilson.p.tan@ph.ey.com
電話：(632) 8894 8127

SGV & Co.
6760 Ayala Avenue, Makati City
1226 Metro Manila, Philippines
PO Box 1408, Makati Central Post Office
0740 Metro Manila, Philippines

SGVのサービスライン

アドバイザリー
Rossana A. Fajardo（責任者）
Eメール：rossana.a.fajardo@ph.ey.com 
電話：(632) 8894 8171

アシュアランス
）者任責（ziuR-zurC .G naiviV airaM

Eメール：maria.vivian.g.cruz-ruiz@ph.ey.com 
電話：(632) 8894 8170

財務サービス組織 
）者任責（salaS-eeL .B ykciV

Eメール：vicky.b.lee-salas@ph.ey.com 
電話：(632) 8894 8397

税務
）者任責（Fabian K. delos Santos

Eメール：fabian.k.delos.santos@ph.ey.com 
電話：(632) 8894 8219

トランザクション
Ramon D. Dizon（責任者）
Eメール：ramon.d.dizon@ph.ey.com 
電話：(632) 8894 8163

JBS（Japan Business Services）フィリピンのご紹介

SGVのジャパンデスク（JBS）は、日比両国のビジネス環境での豊富なクライアントサービスの提供経験および知識を有する日本人3人体勢で構成されてお
り、クライアントの皆様ならびにSGVとのご契約をご検討中の日系企業のご担当者様に、日本語でのきめ細かなサービスを提供させていただいております。
ご要望やご不明点等ございましたら、以下の担当者にお気軽にご連絡ください。

柘植陽子 
Director
Eメール： yohko.tsuge@ph.ey.com
電話： +63 917 536 8260

2005 年より SGV に勤務
現地日本企業に対して税務を中心に会
計監査サポートなどを含めて幅広いサ
ービスを提供

•
•

中川洋
Senior Director
Eメール： hiroshi.nakagawa@ph.ey.com
電話： +63 908 814 8332

2016 年よりEY税理士法人国際税務部
から SGV に赴任
主に税務を中心とした広範囲なサービ
スを現地日系企業に提供
2008 年より 2011 年まで EY ロンド
ンに駐在

•

•

•

中込一摩
Senior Director
Eメール： Kazuma.nakagomi@ph.ey.com
電話： +63 998 994 8229

2016 年より新日本有限責任監査法人
より SGV に赴任
主に会計監査を中心とした広範囲なサ
ービスを現地日系企業に提供
公認会計士（日本)

•

•

•


