
A member firm of Ernst & Young Global Limited

フィリピン投資の概要　



地域の成長エリア

地域発展を促すため、フィリピン政府は全
国に11の成長ネットワーク/回廊を認定。
このうち4つのエリアは投資促進の段階に
ある。

• ノース・クワッド：ルソン島北西部の沿岸4
州(北イロコス/南イロコス/ラウニオン/パ
ンガシナン)とアブラ州内陸部、ベンゲッ
ト州南部

• カラバルソン：マニラ首都圏に近接する地
域で様々な大規模複合プロジェクトが進行
中。カビテ/ラグナ/バタンガス/リサール/
ケソン/アウロラの各州で構成

• カガヤンデオロ-イリガン回廊：農産業セン
ターである東ミサミス州カガヤンデオロ市
と産業拠点の北ラナオ州イリガン市を結ぶ
回廊

• ソックサルジェン：南コタバト/スルタン・
クダラット/サランガニの各州およびジェ
ネラルサントス市
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投資先としてのフィリピンの優位性　

天然資源と野趣に富んだ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。比類な

い天然資源の豊富さと多様性に加え、この国の素晴らしさはフィリピン人そのものにありま

す。逆境にあっても、フィリピン人は情熱的で楽天的な気質を持ち、礼儀正しくもてなしの

心に溢れていることで知られています。高度な競争力があり、多様なスキルを有し、訓練が

しやすいフィリピン人労働者は献身的な働き者です。フィリピンは教育程度の高い、多文化

でバイリンガルの熟練労働者に恵まれています。

国際開発研究所(IMD、本部：スイス)の2013年世界競争力調査によると、60カ国・地域のうち

フィリピンは38位、特に顕著なのは労働市場で1位、財政政策で9位、姿勢・価値観は9位に

ランキングしていることです。これらの指標は、フィリピンにおけるビジネスは、ローコス

ト、経済的で国際的な環境が整っていることを示しています。

熟練労働者の採用がしやすいことや、フィリピン人労働者が外来の思想に対して偏見がな

く、新たな課題に向き合ったときに柔軟であることも強みです。

大統領からのメッセージ　

フィリピンは素晴らしい繁
栄の幕開けにあり、社会経
済的、政治的、文化的な改
革は永続的であります。フ
ィリピン経済は、旺盛な
国内消費と持続的な外国投
資、十分な実績を上げてい
る主要成長産業によって、
強い回復力を維持していま
す。

我々政権が掲げる統合プラットフォームは、
国際的事業部門との連携を、より強く、より
合理化することにあります。この目的を達成
するため、国内外の投資家との協調関係を推
進するべく、様々なプログラムを準備し、立
法を進めて参りました。フィリピンは再び自
信を取り戻しており、可能性に満ちていま
す。我々は、完全なる透明性の実現と協力体
制の強化、効率化に尽力いたします。会社登
記手続きの見直し・単純化を進め、新規事業
を振興し、起業家精神を支援して参ります。

SGV社による｢フィリピン投資の概要｣は、わ
が国の計り知れない潜在的成長力を示す断片
に過ぎません。わが国産業の競争力、才能に
富む豊富な労働人口、豊かな資源、政治的意
思の再活性化—これらはいずれも、わが国の
発展に欠かせません。世界のビジネス界の参
画による経済の復活を祈念します。

ベニグノ・アキノ3世　

貿易産業長官からのメッセージ　

フィリピン経済が過去の
長期的困難を乗り越えて
持続的成長を維持するた
めには、新規投資を呼び
込むことが重要であると
認識しています。

投資家感情に配慮して、
政府は今、ビジネス取引/
手続きのさらなる合理化、投資コストの削
減に取り組んでいます。これは、より友好
的な印象を投資家に与えるでしょう。

政府と民間が手を携えて、安定した予測可
能な経済環境を確保することで、投資家は
一層、確かな投資判断が可能となり、資本
注入するような長期的機会を活用すること
ができるのです。

国際社会において、フィリピンの宣伝に努
めているのに呼応するように、民間におけ
るフィリピンへの関心が熱狂的に高まって
来ています。主要な投資家向けに｢フィリ
ピン投資の概要｣を発行したSGVを賞賛しま
す。来比した瞬間から待ち受けている、多
大なチャンスを投資家に提供することにな
るでしょう。

民間セクターの積極的な参画によって、フ
ィリピンが高成長を達成できるよう、政府
が持続的経済発展を維持するであろうこと
に自信を持っています。

グレゴリー・ドミンゴ　
貿易産業長官



経済の概要　

フィリピンは2013年に7.2%の経済成長を遂げ
ました。これはアジアでは中国についで2番
目の成長率に当たり、投資や製造業の伸びだ
けでなく内需やサービス産業の堅調さが、一
連の自然災害による影響を相殺しています。
このような力強い経済実績により、フィリピ
ンは次のアジアのトラとして期待されていま
す。近年において、格付け会社はフィリピン
のファンダメンタルズ改善を認識していま
す。2013年3月27日、フィッチ社はフィリピ
ンの信用格付けを初の投資適格となるBBBマ
イナスに引き上げました。これに続き、スタ
ンダード・アンド・プアーズ(S&P)、日本格
付研究所(JCR)、ムーディーズも同年中に格
付け引き上げを実施しました。なかでもS&P
はこのうち最高のBBBと評価しています。

個人消費や海外フィリピン人労働者(OFW)に
よる送金、オフショアリング・アウトソーシ
ング産業が過去5年におけるフィリピン経済
の成長を一貫して牽引してきました。フィリ
ピン政府は2012年、財政支出を加速させると
ともに、個人消費拡大を下支えすることに徹
しました。公共投資が回復したことにより、
資本形成の再生がなされています。

輸送／貿易／銀行／その他サービス部門は、
ビジネス・アウトソーシング(BPO)産業に比
べれば緩やかですが、堅調に成長していま
す。電子部品や半導体だけでなく、その他の
輸出も改善しています。

マニラ首都圏は、住宅事業や商業プロジェ
クトにより経済成長を牽引する地域です。
また、ビサヤ地方のセブ州も、人口増加/住
宅事業/商業プロジェクトのいずれにおいて
も、全国3位圏内にあります。一方、ビサヤ
地方の西ネグロス州および首都圏に隣接する
カビテ州およびブラカン州も、人口増におい
て全国5位以内に位置しています。

さらに、首都圏近郊のカビテ/ラグナ/リサー
ルの各州は、住宅事業が盛んで全国5位。ビ
サヤ地方のアクラン州、ルソン地方のパンパ
ンガ州、ミンダナオ地方の南ダバオ州は商業
プロジェクトでいずれも上位5位以内に入っ
ています。

製品輸出は2013年に過去最高の539.8億米ド
ルを記録しました。とくに輸送機械、木材、
加工食品、飲料、化学製品が好調でした。フ
ィリピンの主要輸出先・輸入元は、日本、中
国、米国、シンガポール、韓国です。

労働力人口　

フィリピンは2013年に4,030万人の労働力人
口を有し、就労率は63.9％でしたが、この状
況は過去においてもほぼ一定しています。継
続的な経済成長にあり、失業率は2013年10月
時点で6.5%となり、前年同期比では0.3%ポイ
ント改善しました。

高等教育委員会の最新の集計では、会計/経
営管理/教育/工学/医学/医学関連の専攻に人
気があり、継続して多数の卒業生を輩出して
います。また、情報通信技術(ICT)産業の発
展とともに、情報通信技術関係の専門家の数
も増加し続けています。

オフショアリングおよびアウトソーシン
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、
大学を卒業した英語力のある順応性の高い人
材の宝庫であることが大きな理由です。フィ
リピンのオフショアリング・アウトソーシン
グ産業は90万人の直接雇用に支えられ、2013
年に17%拡大、155億米ドルの収入を上げまし
たが、このことは90万人の直接雇用に支えら
れています。同産業は、米国の経済誌「フォ

ーチュン」の世界トップ1,000社にランク入
りしている北米、アジア、欧州連合(EU)の幅
広い業種の会社に対しサービスを提供してい
ます。フィリピンは音声サービスにおいてグ
ローバルリーダーの地位を維持する一方、非
音声サービスにおいては世界第2位に位置し
ています。これは、ヘルスケア/ IT / ファ
イナンス / 会計 / 人事 / 創造的プロセス
などの分野で優位にあるためです。

2013年に投資顧問会社、ソロン社 (本部・米
国)は｢アウトソーシング拠点トップ10｣にマ
ニラ首都圏およびセブを挙げ、また｢同トッ
プ100｣としては、ダバオ、サンタロサ、イロ
イロ、バコロド、バギオがランク入りしてい
ます。2016年までに、オフショアリング・
アウトソーシング産業は少なくとも250億米
ドルの収益を上げて、130万人の直接雇用お
よび320万人の間接雇用を創出することが期
待されています。その際には、情報通信技
術(ICT)産業部門はGDP比で8%、また情報技
術 (IT) / ビジネス・プロセス・マネージメ
ント分野での世界シェア10％を目指していま
す。

 
観光業

観光業も経済の牽引役です。観光省による
と、2013年に海外からの観光客数は前年同期
比9.56%増のおよそ470万人でした。国内には
10カ所の国際空港があり、PPP事業による大
規模な改装がいくつも予定されています。主
な玄関口はマニラ、セブ、ダバオ、クラー
ク、パンパンガ、ラオアグです。主要空港は
ニノイ・アキノ国際空港で、30社以上の国際
便が就航し、アジア/中東/欧州/北米路線が
発着しています。また、国内主要都市を結ぶ
定期便が毎日運行しています。

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オペレーショ
ン拡大を承認しています。また、欧州連合
(EU) はフィリピン航空とセブ航空に対し、
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。

セブのマクタン国際空港には カタール、台
湾、シンガポール、韓国、中国、日本との国
際定期便が就航しています。ダバオ国際空港
はインドネシア/シンガポールとの定期便を
持ち、季節によりマカオ便が発着していま
す。

パンパンガ州のディオスダド・マカパガル国
際空港は香港/カタール/ドバイ/マカオ/シン
ガポール/韓国/マレーシアとを結ぶ国際定期
便が就航しています。同じくパンパンガ州の
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
カリボ空港は台湾、中国/韓国とを定期便で
結んでいます。

このほかの国際空港は、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
アンガ国際空港およびジェネラルサントス国
際空港があります。

海上交通は、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
地方を結んでいます。

製造業

国家統計局によると、2013年の製造業の伸び
は10.5%で前年の5.4%に比べ成長が加速して
います。

2013年のフィリピンへの外国直接投資 (FDI) 
も前年比20%増で、他のアジア諸国に比べ突
出しています。外国直接投資の成長は今後も
期待されており、フィリピン経済に対する投
資グレードに反映することになるでしょう。
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建設業　

建設業は、政府の包括的統合インフラ・プロ
グラムによる振興がなされています。このプ
ログラムでは、2兆ペソ規模(490億米ドル)の
優先インフラ事業を選定しています。これら
の事業は政府開発援助(ODA)あるいは民間セ
クターによる支援によるもので、フィリピン
経済成長の原動力となっています。国家統計
局によると、2013年に建設部門は前年同期比
11.1%の成長を遂げました。

建設業および不動産業は、経済の20％近くを
占めており、製造業並みです。世界的な不動
産事業者として知られるコリアーズ・インタ
ーナショナルの推計では、2016年にフィリピ
ンでは最大25,000戸の住居用コンドミニアム
が建設され、都市部のビジネス街では総面積
で150万平方メートルのオフィスが新たに建
設される見込みです。これらは、ビジネスア
ウトソーシング産業の継続的な成長を見込ん
でいるためです。

鉱業　

環境天然資源省 (DENR) によれば、フィリピ
ンには145億T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。

2013年には国内41カ所の金属鉱山で25万
8,000人が雇用されており、総生産高は745億
ペソに上っています。新規マイニング許可証
の発行は一時停止されてきましたが、DENRに
よる通達(メモ指令2011-01)によって2013年3
月以降、一時停止は解除されています。これ
により、鉱業向け投資が回復し、2014年まで
には総額で9億1,750万米ドルの投資が見込ま
れています。

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)は、二酸化炭素を抑制する方
向にあり、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、地熱エネルギー生産
で世界2位ですが、未開発の潜在的地熱エネ
ルギー発電の出力は2,600メガワット規模と
みられています。ほかの潜在的発電出力とし
ては、風力発電が76,600メガワット、水力発
電で13,097メガワットと推計されています。

フィリピンはバイオディーゼル輸出によっ
て、潜在的に高い利益が得られます。バイオ
燃料の2大主要原料であるココナツとサトウ
キビについて主要な生産国なのです。2014年
１月時点で、フィリピンにおけるバイオディ
ーゼルの生産能力は年間7,030万リットルに
達しています。農業調査局はサトウモロコシ
由来の15%バイオエタノール混合ガソリンを
2015年までに開発する計画です。

農業　

フィリピンには1千万ヘクタールの農地があ
り、バナナ/ココナツ/パイナップル/水産品
の主要な輸出を担っています。砂糖キビとコ
コナツは、バイオエタノールやココディーゼ
ルのような再生可能バイオ燃料の主な資源で
す。

2013年の農業生産高は前年比1.15%増加しま
したが、これは家畜／家禽／水産物の増産に
よるもので、第4四半期に発生した台風｢ハイ
ヤン｣の影響を十分に相殺しました。

情報通信技術　

情報通信技術事務所(ICTO)の報告によると、
フィリピンの情報通信技術部門は2016年まで
に年間500億米ドル規模の収入をもたらすこ
とが可能とみています。情報技術サービス事
業による収入のうち、現時点では70%が海外
のクライアントによるものです。このうちフ
ィリピン経済開発庁(PEZA)による優遇措置が
供与されるのは、ビジネスアウトソーシン
グ／コールセンター／データのコード化／文
書作成／ソフトウェア開発／マルチメディア
またはインターネット向けコンテンツ開発-
などのIT支援サービスです。

2014年2月時点のPEZA報告によると、全国で
197カ所のITパーク／センターが稼動し、さ
らに69以上のITパーク／センターが開発段階
にあります。これらの施設は、フィリピンを
拠点にeサービスを提供する投資家向けに、
ワンストップでの便宜を提供しています。

マニラ/バギオ/セブ/バギオの各都市は、国
の情報通信技術(ICT)拠点として広く認知さ
れています。マニラ首都圏以外では、地方の
ICT拠点として、バコロド/ボホール/カガヤ
ンデオロ/クラーク/ドゥマゲッティ/イロイ
ロ/レガスピ/リパ/ナガ/リサールの各地が知
られています。

税制　

フィリピンの税制は憲法の定めに従い、課税
の法令が公平かつ公正であることを求め、ま
た国会は税制を漸進的に進化させています。
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。税法に対する最近の改正
は共和国法10378号によるもので、国際航空
会社に対する税率2.5%の総フィリピン売上税
に関して免税措置を講じるものです。ただ
し、条件として国際航空会社が本社を置く国
において、フィリピンの航空会社に対する同
様の免税措置が供与されている必要がありま
す。

所得税制　

法人　

分類　

所得課税上、法人は設立された場所により内
国法人あるいは外国法人に分類される。
内国法人はフィリピンの法律によって設立さ
れ、課税ベースは控除後の全世界所得であ
る。一方、外国法人は他国の法律によって組
織され、さらには、居住者か非居住者に分類
される。フィリピンにおいて事業に従事する
場合(例えば、支店を通じてなど)、フィリピ
ン居住者とみなされる。居住外国法人は、フ
ィリピンを源泉とする純所得に対し課税さ
れ、一方、非居住外国法人はフィリピンを源
泉とする総所得が源泉徴収税の対象。

内国法人および居住外国法人に対する法人所
得税率　Income Tax Rates for Domestic and 
Resident Foreign Corporation　
法人所得税率は課税対象純利益に対し30％。
ただし、ロイヤリティー(使用料)、利息、配
当およびその他受動所得に関しては別途、税
率が適用される。
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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 Special Income 
Tax Rates for Certain Domestic and Resident 
Foreign Corporation
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％の課税。。外貨建て預金
ユニット(FCDU)およびオフショア・バンキ
ング・ユニット(OBU)は、非居住者との外貨
建て取引から生じた所得は免税。一方、F-
CDU・OBU以外の居住者への外貨建て貸付金
から生じた利息には、10％の最終税(Final 
Tax)が課される。国際航空会社に対しては、 
税率2.5%の総フィリピン売上税が課税され、
多国籍企業の地域経営統括本部(ROHQ)には課
税所得に対し10％の課税がなされる。

所得税免税 (Income Tax Holiday / ITH) や総
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、クラーク特別経済区などのエコゾーン
進出企業に対して供与される。

支店送金税　Branch Profit Remittance Tax 
(BPRT)
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税
率15％の課税がなされる。ただし、フィリピ
ン経済区庁(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
内の会社は対象外。

法人にかかるその他税金　Other Taxes 
Imposed on Corporation
最低法人税(MCIT)、付加給付税(FBT)、不当
留保金課税(IAET)など。

最低法人税(MCIT) Minimum Corporate 
Income Tax
内国法人および居住外国法人の総所得に対す
る税率2%の外形標準課税。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
税額が高い場合、MCITが課税される。この場
合、通常法人税額とMCIT税額の差額は、次年
度以降3年間に渡って繰越控除できる。

例外として、長期の労働争議や不可抗力、事
業損失にともなう実質的な損失が継続した場
合に、会社がそれらの証拠を提出し、BIR局
長に権限を委譲された代理人によって上記事
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る。

付加給付税 (FBT)　 Fringe Benefit Tax
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32％の税率で課
税される。

不当留保金課税 (IAET) 　Improperly 
Accumulated Earnings Tax
内国法人の不当留保金に対して税率10％で課
税される。ただし、公開企業／銀行／ノンバ
ンク／保険会社は対象外。会社が合理的必要
性を超えて留保金を保有している場合、特段
の証明がなされない限り、株主への課税を回
避する目的とみなされる。

非居住法人への課税 Tax on Non-resident 
Corporation
原則として税法上、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％の税率で課税される。これら
はフィリピンにおいて源泉徴収される。ま
た、非居住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る。

個人　

分類　
所得課税上、個人は以下のように分類され
る；

居住国民　Resident citizens　
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る。

非居住国民　Non-resident citizens　
非居住国民とは、国際貿易に従事する船舶の
乗組員や海外で働くフィリピン人のように、
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。

居住外国人　Resident aliens
フィリピンを源泉とする所得のみが課税対
象。

フィリピンで事業に従事する非居住外国人
Non-resident aliens engaged in trade or 
business in the Philippines　
フィリピンを源泉とする所得にのみ課税され
る。

フィリピンで事業に従事しない非居住外国人
Non-resident aliens not engaged in trade or 
business in the Philippines　
フィリピンを源泉とする総所得に対し課税さ
れる。

個人所得税率　Income Tax Rates for 
individuals
国民、非居住国民、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
て累進課税がなされ、所得によって5％-32％
の税率が課される。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％
課税がなされる。

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あ
る。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、別途税率が課される。

控除規定　Exemptions
居住国民および居住外国人は年間50,000ペソ
の所得控除が受けられる。既婚者あるいは主
たる生計者に対しては、扶養家族1人当たり
25,000ペソの追加控除が受けられる。ただ
し、控除枠は扶養家族4人までとする。追加
控除は原則的に夫が請求するが、夫が追加控
除の権利を放棄した場合は妻が請求できる。

既婚者は各自で個人所得税を算出する。給与
所得を持たない既婚者は、配偶者の所得を含
めて所得税申告する必要がある。
フィリピンで事業に従事する非居住外国人は
所得控除は受けられるが、扶養家族に関する
追加控除は受けられない。

租税条約　Tax Treaty
フィリピンと租税条約を締結している場合、
所得免税あるいは軽減税率が適用されるが、
その場合、国税局(BIR)に対し事前に租税条
約適用のための手続きを申請する必要があ
る。フィリピンと租税条約を締結している国
は以下の通り；

オーストラリア/オーストリア/バーレーン/バン
グラディッシュ/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/マレーシア/オラン
ダ/ニュージーランド/ノルウェイ/パキスタン/
ポーランド/ルーマニア/ロシア/シンガポール/
スペイン/スエーデン/スイス/タイ/アラブ首長
国連邦/英国/米国/ベトナム
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源泉税　Withholding Tax

源泉税の仕組み　

控除対象源泉税　Creditable Withholding 
Tax (CWT)　
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。モノやサービスの受け手
である所得の支払い側が源泉徴収し、所得の
受け手が所得税を申告する際に源泉税額を控
除できる。

給与源泉税　Withholding Tax on Wages 
(WTW)　
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する。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
要はない。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らな
い。

最終源泉税　Final Withholding Tax (FWT)　
最終源泉税というシステムは、所得の支払い
手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｣なため、
所得税の負担者(＝所得の受け手)による 申
告納税を必要としない。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
る。

付加価値税　Value-Added Tax (VAT)

原則として、モノやサービスの販売／資産の
リース／モノの輸入に対してVATが課税され
る。共和国法9337号｢拡大付加価値税法 (新
VAT法)｣の規定に沿って、2006年2月1日付で
VAT税率が12%に引き上げられた(旧来は10%)
。現在適用されている1997年税法も、ゼロレ
ートVATのかかる取引とVAT免税取引について
定義している。

物品税　Excise Tax
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 ( 
例：タバコ／酒／石油製品／自動車など) に
課税される。また、特定の輸入品に対しても
VATや関税とは別途、物品税が課税される。

自動車の生産者あるいは輸入者が販売する
自動車の価格に対する物品税を合理化した
共和国法9224号により、これらに関しては
物品税とVATが相殺された。共和国法10351

号により、タバコ／アルコール製品に対す
る物品税の課税ベースと税率が改定となっ
た。また、BIRが発行した歳入規則(Revenue 
Regulation、RR) No.17-2012、歳入メモ回
覧 (Revenue Memorandum Circular、 RMC) 
No.3-2013、 RMC No.10-2013は、共和国法
10351号の施行細則である。

百分率税　Percentage Tax
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
入に対しそれぞれ別個の税率で課税される。

株式取引税　Stock Transaction Tax (STT)
フィリピン証券取引所(PSE)を通じて取引(売
却・交換・処分)される株式の総販売額に対
し、税率0.5%で課税される。

新規株式公開税　Initial Public Offering (IPO) 
Tax
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る。 

発行済株式総数に
占める株式数の比率

税率
(%)

25%以下 4%

25%超 33.33%以下 2%

33.33%超 1%

株式公開時においては、IPO税を負担するの
は株式発行する会社だが、2回目の公募時に
おいては株式の売り手がIPO税を負担する。
株式の総販売額、あるいは取引にかかる総額
を課税ベースとする。

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会社を指す

印紙税　Documentary Stamp Tax (DST)
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/証書に課される。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。

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た。
共和国法(RA)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る。

共和国法(RA)9243号｢印紙税合理化法｣によ
り、印紙税免税取引が規定されている。ま
た、株式投資に対する低率の印紙税率が設定
され、保険証券や年金保険、プリニード・プ
ランに対する印紙税の改定、債務証書に対す
る印紙税率の統一が計られた。BIRの歳入規
則(RR) 13-2004号は同法の施行細則である。

関税　Customs Duty
フィリピン国内に輸入される物品は一般に関
税およびVATが課せられ、一部の物品につい
ては物品税が課税される。課税ベースとなる
のは、物品の取引価格を指す。取引価格は、
フィリピンへの輸出時の支払価格を基に関
税法等による所定の調整を行ったものを指
す。税率は一般的に0%-30%の範囲で、関税法
(Tariff and Customs Code of the Philip-
pines, TCCP)の品目分類によって規定され
る。関税法には最恵国税率(MFN rate)および
アセアン自由貿易協定(AFTA)の共通効果特恵
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関税税率の規定があり、一般的に後者の税率
はMFN税率より低い。

特定の輸入、例えば、物品が保税倉庫にて保
管される場合、あるいは特別法の規定に基づ
く輸入に関しては、関税が免除される。

財務省令(DOF DO ) No.11-2014により、輸入
者とブローカーは、物品輸入日から10年間分
の輸入記録を保持しなければならない。。輸
入者およびブローカーの帳簿を監査し、関税
に関する法令の順守違反を調べ、関税不足額
を確定する｢Post Entry Audit(輸入後調査)｣
の権限は、2013年12月18日付け大統領令(EO) 
No. 155によって財務省のフィスカル・イン
テリジェンス・ユニットに移管された。

地方税　Local Taxes
地方自治体法の規定により、地方自治体
(LGU)は所轄内において、特定の活動や事業
に対する課税権を持つ。また、地方自治体は
土地/建物/機械などの固定資産に従価税を課
すことができるだけでなく、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
権を有する。ただし、所得税/関税/印紙税/
遺産税などに関しては課税権を持たない。

2013 Programm für vorrangige 

経済プログラム　

新政権の統合プラットフォームは、国際的事業部門との連携をより強く、より合理化
することを目的とする。国内外の投資家との官民協力(PPP)を振興するための様々な計
画・プログラムが進められている。すでに政府は、進歩的な財政上および非財政上の優
遇措置を実施し、国内資源を補完するような外国の資本・技術を引き付けている。主要
な産業分野は、観光業、ビジネス・プロセス・アウトソーシング、鉱業、農業、製造
業、インフラ事業である。事業内容や立地によって別途、優遇措置が供与されている。

証券取引委員会(SEC)の決定により、2005年の国際会計基準(IFRS)に続き、10年には中小
企業向け国際会計基準(IFRS for SMEs)の導入がなされた。これは、国内の会社が決算書
を作成するにあたり、国際的に受け入れられている基準に順応することだけを意味する
のではなく、世界的に実施されている財務報告と同一の透明性と統一性を確保するのに
資すると期待されている。



2014年度投資優先計画（IPP）はマニラブレティ
ン紙にて公告された2014年12月25日から 15日
後に適用され、対象期間は2014年度から2016年
度である。

第1項 優先投資分野

以下の事業に対する優遇措置の範囲/詳細/供与
については、投資委員会(BOI)が発行する｢総則お
よび特定指針｣によって解釈され定義される。

また、優遇措置供与の度合いは、事業の付加価値
性、雇用創出力、乗数効果、潜在的生産力に基づ
き考慮される。

Ⅰ. 投資優先事業　

1.　製造業

  a. 自動車（ただしオートバイ、電動バイク、  
         ゴ ルフカートを除く）、自動車部品：

  ・ 車体パネル打ち抜き
  ・ エンジン、トランスミッション、トランスア  
         クスル
  ・ 大型射出成形部品

・ バンパー；計器パネル；ドアトリム；センター
コンソール；グリル； ランプ：緩   衝材；　ワ
イパーモーター／ワイパーブレード；エンジ
ン・マウント；電動パワーステアリング；コン
ビネーション・メーター；計器群；車体＆サ
ブフレーム；内  装仕上げ；　スイッチ；シ
ート装置；格納型シートベルト；ウィンドウ・
レギュレータ；等速ジョイント／トランスミ
ッション；アルミ放熱器；プラスチック燃料タ
ンク；燃料ポンプ；ブレーキシステム・コンポ
ーネント；蒸発器およびコンデンサー；継電
器；耐火生地；ドアミラー&バックミラー；自
動車用ガラス；エンジン部品＆エンジン組
み立て；トランスミッション部品＆トランスミ
ッション組み立て

 ・ 制御装置組み立て、電気自動車向けモータ
ーおよび電池（ただし鉛蓄電池除く）

    ｂ.　造船、船舶部品含む

  c.　航空部品

  d.　化学製品
   ・油脂化学製品
   ・石油化学製品および派生品
   ・塩素アルカリ工場
  

  e.　白紙パルプ

  f . 　銅線および銅線材

  g. 基本的な鉄鋼製品、研削用鋼球、長鋼  
  製品(ビレット、鉄筋)、熱延／冷延鋼板  
  製品

  h. 工具および金型
   ・ 金属プレスあるいは鍛造用金型
   ・ ダイカスト用金型、プラスチック射出  
   成形用金型、ブロー成形用金型、ガ  
   ラスブロー成形、鍛造
   ・ 金属切削用および鍛造用冶具

2.　 農業/アグリビジネスおよび漁業　
 
  a.　大量生産
   ・ ココナツ、コーン、キャッサバ、コー  
          ヒー、ココア、水産物、家禽、家畜
   ・ 高付加価値作物
   ・ 新興の作物

  b.　大量加工
   ・ 農作物あるいは森林から採取される  
          原料を用い生物学的処理をして高                
      付加価値のモノを抽出
   ・ 2次加工や最終消費者向けの農産物 
      および水産物の加工。副産物や廃棄  
          物から生じる産品も対象
  
  c.　家畜用・養殖用飼料。狩猟用動物や家  
  禽、ペット向けは対象外

  d.　肥料および農薬の生産

  e.　製糖の近代化

  f.　農業支援サービスの機械化

3.　サービス業

  a.　集積回路（IC）の設計

  b.　 創造的産業/知的サービス
   ・　アニメーション
   ・ ソフトウエア開発
   ・ ゲーム開発
   ・ 健康情報管理システム

  c.　船舶の修繕

  d.　電気自動車向け充電ステーション

  e.　航空機のメンテナンス、修繕および点  
  検
 
  f.　産業廃棄物処理

4.　低コスト住宅（低層および高層）

5.　病院

6.　エネルギー

  a.　資源開発および探査（エネルギー作物  
  あるいは探査段階のバイオ燃料も対  
  象）

  b.　発電所

  c.　エネルギー関連の付随的サービス

7.　公共インフラおよび物流
  
  a.  旅客および貨物向け空港および港湾（  
      ローロー式含む）
  
  b.  航空輸送、 陸上輸送および水上輸送（    
      新造の船舶、航空機、水上飛行機、ロー  
  ロー船；　バス、ボート、大量輸送のた  
  めの鉄道‐ただし、供与されるインセン 
  ティブは資本財に関するものに限られ  
  る）

  c.　天然ガス貯蔵施設および液化ガスの再 
  ガス化設備
  d.   大規模な水処理および水道供給

8.　PPP事業（官民連携事業）

Ⅱ.　輸出事業

1.輸出産品の生産および製造

2.サービス輸出

3.輸出業者への支援事業

Ⅲ.　特別法

1. 産業向け植林（大統領宣言705号-改正森  
林法）

2. マイニング（共和国法7942号-マイニング  
 法、ただし供与されるインセンティブは資  
 本財に関するものに限られる）

3. 書籍・教科書の出版・印刷（共和国法8047  
 号-出版産業開発法

4. 石油製品の精製・備蓄・搬送・マーケティン  
 グ（共和国法8479号-1998年石油産業自  
 由化法）

5. 身体障害者のリハビリ・能力開発・自立支  
 援  （共和国法7277号-障害者憲章）

6. 再生可能エネルギー（共和国法9513号-再  
 生可能エネルギー法）

7. 観光業（共和国法.9535号-観光業法）

Ⅳ.  ミンダナオ・イスラム教自治区(ARMM)での優 
 先事業　

ARMMでの優先事業は、大統領令458号に従い
ARMM地域投資委員会(RBOI-ARMM)によって決
定される。RBOI-ARMMは、ARMM内で実施される
投資優先計画に該当する事業への優遇措置を供
与し、管理する。

1. 輸出事業
  ・輸出業者およびサービス輸出業者
  ・輸出業者への支援事業

2. 農業、アグリビジネス/水産養殖および漁業

3. 基幹産業

4. 一般消費者向け商品の製造 

5. 公共インフラの整備およびサービス

6. 産業サービス用の設備、施設

7. エンジニアリング産業

8. 物流

9. BIMP-EAGA地域の貿易・投資企業

10.  観光業

11.  健康/教育施設の設置・運営

12.  ハラル産業

1110
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国土面積： 30万平方キロメートル
主な島々 : ルソン島、ビサヤ諸島、ミンダ 
      ナオ島　
首都　: マニラ
人口  ：107,688,231人(2014年7月見積値)
年齢中央値  :　23.5 歳
公用語  ：フィリピノ語、英語
　　　   ( 主要な現地語：セブアノ語、タ 
    ガログ語、イロカノ語)
政府の形態   ：立憲共和国、大統領制
国会　：上院・下院の二院制議会
宗教　：キリスト教徒：92.5%
　　　　カトリック：80.9%
　　　　福音派：2.8%
　　　　イグレシア・ニ・キリスト：　2.3%
　　　　アグリパヤン：2%
　　　　その他キリスト教徒：4.5%
　　　　イスラム教徒：5%
　　　　その他：1.8%
　　　　 不明：0.6%
　　　　無宗教：0.1%

独立記念日 ：6月12日

通貨 ：フィリピンペソ
　　　1 米 ドル＝44.487ペソ
　　　1円＝0.434ペソ
　　　1ポンド＝74.711ペソ
　　　1元＝7.147ペソ
　　　1ユーロ＝61.441ペソ
　　　1香港ドル＝5.737ペソ

(為替レートは2014年4月21日時点)

国内総生産 ：454.3億ドル(PPP, 2013年)
1人当たりGDP ：4,700ドル( PPP,  2013年)
GDP構成 ：サービス業 57.2%、工業31.6%、  
  農業11.2%
海外労働者からの送金額　：251億米ドル 
          (201３年)*
労働力人口 ：4,030万人

ソース：ワールド・ファクトブック2014

*中央銀行

産業用電力コスト:
配電料 (キロワット当たり)　281.84ペソ
13.8キロボルト以下 213.74ペソ
34.5キロボルト 213.74ペソ 
115/69キロボルト 167.46ペソ

ソース　　www.meralco.com.ph　2014年2月

通信費(ビジネス) ：
ビジネス用固定電話契約　：1カ月当たり 
           1,259.02ペソ

国際電話-PLDTレート　：
アセアン/香港/日本/マカオ/韓国　　　　
1分につき0.15米ドル

オーストラリア/ニュージーランド/米国/カ
ナダ/フランス/ドイツ/イタリア/スペイン/
英国/中国/インド/クウェート/アラブ首長国
連邦/バーレーン/サウジアラビア
1分につき0.40米ドル
　
ソース　Philippine Long Distance Telephone 
Company(PLDT)
http://www.pldt.com.ph

オフィス月額賃貸料　(マカティ中心部ビジネ
ス街、2013年):

Aクラス平均　　 1平方メートル当たり 915
ペソ (22.29米ドル)          
値上げ率上限　 8.8%

ソース　Global Office 2013 Outlook, Colliers International, 
2013

主要な輸出品　：半導体および電子製品、輸
送機器、自動車部品、生地・衣類、小麦・家
畜用飼料、ココナツオイル、銅製品、石油製
品、果物

主要な輸入品　：鉱物燃料、潤滑油、日用
品、鉄、鉄鋼、有機・無機化学品、通信機
器、電気機器、電子製品、プラスチック、産
業機械設備、半導体向け原材料および半製
品、輸送機器、穀物及び穀物調理食品

フィリピンの概要　 SGV リーダーシップ

チェアマン兼マネージング･パートナー
シリロ・ノエル(ヴィク)
Email: cirilo.p.noel@ph.ey.com
Tel: (632) 894-8144

バイス・チェアマン兼マネージング・パートナー代理
カリトス・クルス（イトス）
Email: j.carlitos.g.cruz@ph.ey.com
Tel: (632) 894-8162

アシュアランス部門長
ウイルソン・タン（ウイルソン）
Email: wilson.p.tan@ph.ey.com 
Tel: (632) 894-8127

税務部門長
ウィルフレド・ヴィリアヌエヴァ（ウィリー）
Email: wilfredo.u.villanueva@ph.ey.com
Tel: (632) 894-8180

トランスアクション部門長
レナート・ガルヴェ（レネ）
Email: renato.j.galve@ph.ey.com 
Tel: (632) 894-8140

アドバイザリー部門長
ウィンストン・チャン（ウィニー）
Email: winston.a.chan@ph.ey.com 
Tel: (632) 894-8125

SGV & Co. 
6760 Ayala Avenue, Makati City 
1226 Metro Manila, Philippines 

PO Box 1408, Makati Central Post Office 
0740 Metro Manila, Philippines

お問い合わせ先
ルイ・フェレーラ弁護士
Email: luis.jose.p.ferrer@ph.ey.com 
Tel: (632) 894-8362 
Fax: (632) 819-0872

新興国コンサルティング室について
新興国における事業展開ステージごとのプロフェッショ
ナルサービスを展開
新興国の国別専門家が、会計、税務、アドバイザリ
ー、M&Aの専門スタッフと一体となって、世界最大規模の
会計事務所であるEYのグローバルネットワークを活用し
ながらサービスを提供します。
表　晃靖
(Mr. Teruyasu Omote)
Email: Emerging@jp.ey.com
Tel: 03-3503-1844
Web: www.shinnihon.or.jp/services/emerging-
markets/index.html



SGV社　SGV&Co.

アシュアランス｜税務｜トランスアクション｜アドバイザリー　Assurance/Tax/Transactions/Advisory

SGV社について　About SGV&Co.
SGV社は専門家によるサービスを提供するフィリピン最大の事務所です。提供している主なサービス
は、会計監査に代表される保証業務、税務コンサルティング、デューデリジェンス、リスク管理のた
めのアドバイザリーです。様々な分野の3,200人超の専門家が、品質に対する揺るぎないコミットメン
トと価値観を共有し、連携しています。
SGV社は、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル社のメンバー・ファームです。

詳細はウェブサイトをご参照ください。www.ey.com/ph.

アーンスト・アンド・ヤングの呼称は、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル社の世界各地に所
在するメンバー・ファームに使用されており、各メンバー・ファームはそれぞれ別個の法人です。ア
ーンスト・アンド・ヤング・グローバル社は、英国の保証有限責任会社で、クライアントへのサービ
スは提供していません。

(C)2015年 SGV社　　　2013　Sycip Gorres Velayo & Co.  
無断複写・転載を禁じます
FEA no.10000061
本印刷物における情報は要約であり、従って、一般的なガイダンスに過ぎません。専門家による判断
や詳細な調査の代替にはなりませんのでご注意ください。本印刷物による情報により行動した結果生
じたいかなる損失に関しても、SGV社およびアーンスト・アンド・ヤング・グローバル社の他メンバ
ー・ファームは責任を負いかねます。あらゆる特定の事項に関しては、適切なアドバイザーにご照会
ください。


