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トルコの法人関連税制概要 
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１ トルコの投資環境鳥瞰 

トルコは 2001年に経済危機に見舞われたが、その後は、順調に成長しており、2002年か

ら 2007 年まで平均成長率は７％超となっている。その成長性に注目する日本企業は増加

傾向にあり、2008年夏時点でイスタンブール日本人会の法人会員数は 80社ほどになって

いる。このうち３分の１が自動車系などの製造工場であり、イスタンブールから車で２時

間程度のマルマラ地域に集積している。 

 

トルコ人労働者は、日本人経営者の間では人気がある。そもそも親日的で、人懐っこい性

格の人が多く、しかも工場では、勤勉で努力家の工員が少なくないという。一昔前の日本

人労働者を、彷彿させるのかもしれない。年配の日本人にとっては、かつての日本でお馴

染みの光景だが、トルコ人ボスは、熱心さのあまり人前で部下を叱責するので、ヨーロッ

パ人の部下は参ってしまうという話をしばしば耳にする。善し悪しは別として、我々日本

人とは感覚的に通じ合えるのりしろが小さくないようである。 

 

さて、長年にわたってこの国を悩ませてきた、経常収支の赤字は、ある意味で、高度成長

に伴う痛みに過ぎないとも言えるが、特にトルコは石油などのエネルギーの国外依存度が

高いため、原油価格の上昇がそのまま、収支の赤字拡大へ直結する、という構造的な問題

を抱えている。また、トルコ企業はドル建てで仕入れをし、ユーロ建てで売りを立てるケ

ースが多いため、2008年前半までのドル安・ユーロ高は、トルコの経常収支赤字改善に貢

献してきたが、現在は、対ユーロでドルの価値が上がっているので、向かい風である。 

 

一方、直近の原油価格下落やリラ安はトルコにとっては追い風だが、サブプライムローン

問題の影響は少なからず出てきており、11月半ばには、中央銀行が政策金利を 0.5％下げ

16.25％とした。また、報道では、トルコ政府が IMFに対して 200億～400億ドルの融資

を申請中という。 
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EUとは 1996年以来、関税同盟を結んでいる関係もあり、輸出総額の半数以上を占める最

大の貿易相手となっている。近年、顕著なのが、近隣諸国への輸出が増えている点である。

特に、ブルガリアやルーマニアへの輸出は、それぞれ 30億ドル、50億ドルで、過去４年

間で 10 倍以上に伸びている。また、同時期、ロシアへの輸出は 250 億ドルと３倍近くに

成長している。 

 

7000万人以上の人口を抱え、しかもその３分の２が 34歳以下という「若者たちの国」で

急速に成長している信用経済を、欧米系の銀行は黙って見てはいない。最初にトルコの銀

行を買収したのは、香港上海銀行であり、その後、米シティグループやフランスの BNP

パリバなどが現地の銀行を次々と買収していった。2003年時点では銀行セクターの外資の

シェアは３％程度だったのが、2007年には 25％にまで上昇している。 

 

トルコ証券取引所の全銘柄の時価総額のうち７割近くを外国機関投資家が保有しているた

め、トルコ経済は世界の金融市場の動きの影響を受けやすい。サブプライム問題が深刻化

するまでは、円で借りて、高利のトルコリラで運用するキャリートレーダーも少なくなか

ったという。今後、サブプライムローン問題がどのような影響をトルコ経済に与えるのか

はまだはっきりとは見えていない。だが、庶民の生活については、米国や西欧ほど深刻な

影響を受けていないように見える。もしかすると、GDPの３の１以上ともいわれる地下経

済が、ある意味で、緩衝材の役割を果たしているのかもしれない。 

 

トルコ共和国   

首都 アンカラ 

面積 780,576平方キロメートル 

人口 7,189万人（2008予測値） 

公用語 トルコ語 

通貨 

2008年現在は、新トルコ・リラ（YTL） 

2009年 1月 1日から“トルコリラ”（TL）紙幣導入予定 

EU加盟国 非加盟 

NATO加盟国 加盟 

OECD加盟国 加盟 

WTO加盟国 加盟 

一人当たりの GDP 12,888 ドル（2007 IMF：購買力平価） 

GDP成長率 6.0%（2006） 

失業率 9.9％（2006） 

法人税率 20％ 
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2. 法人にかかる税 

 

Ⅰ 法人税 

◆納税義務者及び課税所得の範囲 

定款規定により、主たる事業所又は法的主体がトルコに所在する会社は、居住者として、

全世界所得が課税対象となる。 

 

◆外国法人の支店に対する課税 

本店又は主たる事業所が外国に所在する支店等は、非居住者として、トルコ国内源泉所得

のみが課税対象となる。また、外国法人のトルコ支店から外国本店への利益送金には、15％

の源泉税が課される。 

 

◆税率及び課税所得 

法人税率は 20％で、原則として、トルコの資本参加免除制度が適用される配当金を除き、

全ての収益が課税対象となる。 

 

◆資本参加免税制度 

キャピタルゲインは、原則として、通常の課税所得と同様に取り扱われるが、トルコ内国

法人が下記要件を満たすと、「国際持株会社」と認定され、２年以上保有した外国株式等の

売却益は課税免除となる： 

・現預金等を除く総資産の 75％以上が、最低１年以上保有された外国株式で占められてい

ること 

・当該株式について、各々10％以上の持分を保有すること 

・投資先の形態が株式会社又は有限責任会社であること 

課税免除となるのは、キャピタルゲインの 75％を限度とする。なお、対象となるキャピタ

ルゲインは、最低２年以上保有された株式又は不動産ファンド等の持分の売却益であり、

譲渡対価が２年以内に支払われ且つ特定積立金として資本の部に計上されていることが条

件となる。 

法人税法上、合併は会社の清算とみなされて、資産は簿価で引き継がれ、合併会社の株式

が被合併会社（の株主）に交付され、キャピタルゲイン課税の対象とならない。特定要件

のもと非課税の会社分割等も認められる。 

 

◆損金項目 

原則として、収益獲得に貢献した支出のみが課税所得算定上、控除可能であり、以下のよ

うな損金が認められる： 

・賃金給与、年金保険料、利息、使用料 
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・旅費交通費 

・不動産税、印紙税、各種地方税 

・減価償却費 

・会社設立に関する株式発行費用等 

・過去５年以内の繰越欠損金 

・寄附金（適格慈善団体への寄付並びに学校、病院、科学技術研究機関等の建設目的の寄

付以外のものは課税所得の５％を限度とする） 

・研究開発費 

なお、外国本店費用のうちトルコ支店の事業活動に直接関連する費用については、トルコ

支店に帰属する費用として支店の損金とすることができる。ただし、独立企業間原則に基

づく配賦額の決定が必要で、且つ一定の旅費交通費は除く。 

(1) 減価償却費 

定率法、定額法とも認められており、一般に用いられている。なお、定率法から定額法へ

の変更は容認されているが、定額法から定率法への変更はできない。最大 50％の償却率は、

資産の種類及び耐用年数に応じ、財務省通達により詳細が定められている。 

原則として、有形固定資産の耐用年数は最短３年であり、無形固定資産の償却率は 20％と

なっている。また、特定固定資産の買換えの場合、固定資産の売却益の繰延が最長３年間

認められる。 

(2) 欠損金 

欠損金は、５年間の繰越が認められるが、繰戻は、会社清算時を除いて認められない。 

 

◆源泉税 

(1) 配当金 

国内法規定の源泉税率は 15％だが、日本・トルコ租税条約に基づき 25％以上の持株要件

等を充たすと 10％の軽減源泉税率が適用可能である。 

(2) 利息 

原則として、金融機関等以外の外国法人への支払利息には 10％の源泉税率が適用される。 

(3) 使用料及び報酬 

無形資産（著作権、特許権、商標等）の譲渡対価、使用料、コンサルティング、技術援助、

設計等に係る報酬には、原則として 20％の源泉税が課される。尚、使用料について、日本・

トルコ租税条約に基づき 10％の軽減源泉税率が適用可能である。 

 

◆移転価格税制 

2007年１月１日以降開始事業年度から適用された法人税法第 5520条は、トルコの法人税

法に様々な移転価格関連の規定を導入した。当該規定は、OECDガイドラインの独立企業

間原則に準拠した内容となっており、関連企業間の全ての経済、商業又は金融取引等につ
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いて適用される。主要なポイントは以下の通りである： 

【価格算定方法】 

トルコの移転価格税制は OECDガイドラインに従い、基本三法を規定している（独立価格

比準法、再販売価格基準法、原価基準法）。但し、独立企業間価格を決定する上で納税者に

とってより適切であると判断される場合には、基本三法以外の方法も認めている（法律上、

特段の定めはないが、利益分割法や取引単位営業利益法も容認され得る）。新規定では、こ

れらの計算方法について特に優先順位を定めておらず、納税者は、取引の事実、状況に基

づき最も相応しい方法を選択することになる。 

【文書化】 

文書化の内容は、基本的に OECDガイドラインに準拠しており、実務指針に規定されてい

る。「移転価格、過少資本及びタックスヘイブン税制に関する別表」を確定申告書に添付す

るとともに、「移転価格報告書」を毎年作成し、当局の要請に基づき関連資料等とともに提

出しなければならない。 

【事前確認制度】 

納税者は財務省に対して移転価格に関する事前確認を申請することができる。確認時点で

の取引条件が変わらない限り、最長３年間有効となる。また、多国間における事前確認も

可能である。 

【みなし配当】 

関連企業間取引が独立企業間原則から逸脱しているとみなされた場合、当該取引により生

じた超過利益は、配当とみなされる。更正される場合、損金否認等法人税額の調整が行わ

れ、且つ配当源泉税が課される。 

【トルコ移転価格税制の問題点】 

当該税制の運用に当たり、現時点で当局が抱える問題点として、トルコにおける比較対象

となる関連情報のデータベースが完備されていない点が挙げられよう。財務省は、制度運

用手続きの充実を進めると共に、移転価格に関する専門家の養成及びインフラ構築を行う

ことが期待されている。 

 

◆過少資本税制 

2006 年７月 21 日、トルコでは、新たな過少資本税制が導入され、2006 年の事業年度か

ら適用されている。 

【旧過少資本税制】 

旧規定では、関連者から継続的に長期の借入を行っており、負債資本比率が類似企業と比

較して著しく高い場合には、当該規定に抵触するものとされていた。そのため、当該規定

の解釈が法律家や税務当局によって異なるという問題点を抱えており、例えば次のような

解釈がなされ、納税者に分かりにくいとの批判があった： 

・関係者の定義は、株主及びグループ企業のみならず、継続的且つ密接な関係にある企業
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を含むとされていた。この場合、非グループ会社であっても、長期且つ１年以上にわたり

継続的に取引をしていれば、過少資本税制の対象とされた。 

・企業間の負債資本比率についての規定はなかった。過去の例からは、負債が資本の２分

の１の場合でさえ、税務当局に指摘されることもあった。 

・旧規定では、独立企業間利子率の明確な定義はなかったが、実務上、関連企業間で用い

る利子率と関連企業の（第三者）金融機関からの借入における平均利子率とを比較するこ

とが慣例となっていた。第三者からの借入がない場合は、トルコ中央銀行公表の割引率が

独立企業間利子率の基準とされていた。 

また、旧過少資本税制に抵触した場合、支払利息や為替差損が損金否認された。一般的に

トルコの税務当局の指摘は一方的であり、当事者のうちもう一方の納税者の対応的調整が

許容されない傾向があった。 

【新過少資本税制】 

新過少資本税制は、トルコにおける全ての企業間金融取引を対象としており、対象となる

取引に関する基準が大きく変更された。主な変更点は以下の通りである： 

(1) 負債資本比率 

３:１の負債資本比率が導入され、関連者からの借入金が資本の３倍を超えると、過少資本

とみなされる。関連者が銀行、金融機関の場合は、例外として借入金が資本の６倍を超え

るまで過少資本税制は適用されない。尚、ここで言う「関連者」とは、議決権株式等を直

接・間接的に 10％以上保有する株主等を指す。 

(2) 資本の定義 

負債資本比率算定上の資本とは、トルコの法定財務諸表に計上された期首における払込資

本、剰余金、繰越利益（損失）、資本のインフレ調整項目に当期利益（損失）を加えた株主

資本の合計と定義されている。 

(3) 適用除外規定 

下記の借入金については、過少資本税制の適用が除外されている： 

・関連者による現金以外の保証（人的保証）が付いた第三者からの借入金 

・金融機関又は証券市場から調達された資金の全部又は一部で、当該資金調達と同様の条

件による借入金 

・銀行が他の銀行から受けた借入金 

・リース会社、ファクタリング会社、住宅金融会社、その他金融機関が株主や関係銀行か

ら受けた借入金 

(4) 税務上の取扱い 

資本の３倍を超える借入金にかかる支払利息や為替差損及び関連費用は、損金計上できな

い。また、法律上明文化されていないが、関連企業間取引における買掛金等についても当

該規定の対象となる可能性がある。税務調査の結果、更正がなされると、罰金及び延滞税

が科される。更に当該利息は配当とみなされ、源泉税の対象となる。 
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◆タックスヘイブン対策税制 

トルコにおけるタックスヘイブン対策税制は2006年１月に導入され、トルコ内国法人が、

直接、間接に 50％以上の外国法人の株式を保有し、配当又は議決権に影響を及ぼすことが

でき且つ下記条件を満たす場合に適用される： 

・特定外国子会社の総収益の 25％が、受動的収益で構成される（配当金、利息、賃貸料、

ライセンス料、有価証券の売却益等で、事業、農業又は専門サービスに関係のない収益） 

・特定外国子会社の居住国の実効税率が 10％未満 

・特定外国子会社の年間総収益が、100、000リラ相当額を超過する 

上述の条件が充たされると、特定外国子会社の利益のうちトルコ法人の持分相当額が、利

益分配等の有無に関らず、当該トルコ法人の利益に加算され、20％の法人税が課される。 

 

◆連結納税 

トルコには、連結納税制度は規定されていない。 

 

◆申告及び納税 

原則として、税務上の事業年度は暦年である。法人税確定申告書の提出期限は、原則とし

て会計期間末から４か月目の 25 日である（12 月末決算会社の場合、翌年４月 25 日とな

る）。納付期限については、申告書提出年の４月 30日となっている。 

また、四半期毎の所得に応じ通常の法人税率 20％での予定納税も必要であり、予納税額は

確定申告で精算される。予定納税の申告期限は各四半期末から２か月目の 14 日、予納期

限は同月の 17日である。 

 

Ⅱ 間接税 

◆付加価値税（VAT） 

部分の物品の供給及びサービスの提供に関して標準税率 18％が適用され、食品等には８％、

新聞書籍等、一定の農産物、大部分のリース取引には１％の軽減税率が課される。また、

金融取引等、特定の取引は非課税とされる。リバースチャージ方式は、非居住者に対する

専門サービスの提供や無形資産の利用対価等（使用料、ライセンス料、ノウハウ料等）に

適用される。 

VAT は毎月の申告、納税が必要であり、申告期限は申告対象月の翌月 24 日、納付期限は

同月 26日である。尚、源泉税の申告、納税についても同様である。 

 

◆特別消費税（SCT） 

特別消費税は、輸入品又は製造業者からの出荷品に課されるが、VATと異なり１度だけ課

され、消費者への販売価格にコストとして含まれる。税率及び納税時期は製品により異な
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り、課税対象は主に次の４つのグループに分けられる： 

・石油製品及び溶剤、潤滑油などの副産物 

・自動車 

・タバコ及びアルコール飲料等 

・嗜奢品（香水、化粧品、毛皮等） 

上記のうち、自動車に係る特別消費税は、排気量等により異なるが、最高税率は 80％を超

えている。 

 

Ⅲ その他の税金 

◆印紙税 

印紙税は様々な文書に課され、税率については０.75％が金額表示のある契約書、保証書、

住宅ローンの契約書、手形等に、0.15％が賃貸借契約書に、0.45％が金銭消費貸借契約書

や公的機関の入札による契約書に適用される。また、前払金の領収書に 0.75％の印紙税が

課されるほか、給与総支給額の 0.6％が印紙税として源泉徴収される。なお、会社等の設

立や増資は不課税であるほか、非課税となる合併や会社分割等の契約は印紙税免除となる。 

 

◆不動産関連税制 

地方税のうち不動産の保有に係る税金は、建物税と土地税に別れ、建物については居住用

に 0.1％が、非居住用に 0.2％が、土地については建物建設用の未利用地には 0.3％が、地

方自治体の管轄外の土地には 0.1％が、各々の評価額に対して課される。年額を２回に分

けて（３、４又は５月及び 11 月）に納付する。一定のエネルギー関連施設、港湾及び特

定の農業用建物等は免税となる。尚、当該税金は法人税法上、損金となる。また、不動産

の譲渡には 1.5％が課され、譲渡人及び譲受人双方に納税義務がある。 

 

◆輸送機器に関する税制 

法人が保有する輸送機器（自動車、バス、トラック、航空機、ヘリコプター等）にも課税

されるが、自動車等が賃貸されるか、航空機及びヘリコプターが事業の用に供されない限

り、法人税法上、損金とならない。 

 

◆銀行及び保険取引税（BITT） 

銀行及び保険業を営む企業の収益には、一定の取引を除き、銀行及び保険取引税（BITT）

が５％の税率で課される。銀行等は当該BITTの課税負担をVATと同様に顧客に転嫁する。 

 

◆金融機関等の与信に係る税制（RUSF） 

トルコの金融機関による貸出、金融機関以外のトルコ居住者による海外からの資金調達及

び与信を伴う輸入に関し、３％又は 10％の RUSF が課される。投資促進制度に基づく融
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資等、一定の取引は対象外となるが、それ以外は平均の与信（借入）期間が１年を超えな

い限り、当該税制の対象となる。 

 

Ⅳ 外国為替管理制度 

外国為替は基本的に自由化されており、内閣府財務官房が管掌し、トルコ中央銀行が管理

する。トルコリラは、IMFの第８条項を満たしており、少なくともトルコ側からは、完全

な兌換性がある。 

個人、法人とも外貨預金口座の開設、金融機関等を通じた海外送金が可能である。外貨預

金口座からの 50、000米ドルを超える海外送金については、送金から 30日以内に取扱金

融機関等は中央銀行への報告義務を負うが、輸出入や無形資産に関する取引は除外される。 

EU加盟を目指すトルコの姿勢が、外国為替管理政策にも反映されている。 

〈参考文献〉『拡大欧州投資・税制ガイド』（スティーブ・モリヤマ著：中央経済社刊） 

 

「トルコ V.S. EU（欧州連合）」 

トルコ最大の都市イスタンブールは、不思議な雰囲気を持つ街である。アジア的な面と欧

州的な面が寄木細工のように重なり合って、独特な匂いを醸し出している。そうした中、

欧亜の狭間を象徴するボスポラス海峡を眺めていると、まるでこの国が「トルコはトルコ。

私は欧州でも、アジアでもない」とつぶやいているかのような錯覚を覚える。ブルガリア、

ギリシャ、グルジア、アルメニア、イラン、イラク、シリア…。確かに、この国と国境を

接する国々を見ていても、欧州の匂いはあまり感じられない。 

だが、トルコは、歴史的に欧州と非常に強い結びつきのある国である。15世紀以来、長年

にわたって、欧州の人たちにとって、とてつもなく大きな脅威であったオスマントルコは、

時を隔てた今もなお、まるで呪いのごとく、多くの欧州人の心の中に「トルコ人＝欧州文

明を破壊する野蛮な異教徒」という、歪んだイメージを深く刻み込んでいるようだ。 

EU（欧州連合）加盟は、トルコにとって 20年来の悲願である。だが、キプロスの領土問

題、クルド人の人権問題、刑法 301条、そしてアルメニア虐殺問題など、解決すべき問題

は山積しており、加盟への道のりは決して平坦なものではない。 

そして、本当のところ、個々の問題よりも問題を複雑化させているのが、「イスラムを EU

に加盟させたくない」という「古い欧州」の国々の本音なのだろう。例えば、フランスの

サルコジ大統領は大統領就任前からトルコの EU加盟に反対しており、「トルコは EUでは

なく、（サルコジ氏が提唱する）「地中海連合」に入るべきだ」と提案したが、トルコ側の

不信感を招くだけの結果に終わっている（結果的にトルコは地中海連合に加盟したが、そ

れと EU加盟交渉は別次元の話と、トルコは考えている）。 

インフラ整備、教育改革、医療改革など、この国には、まだまだ先進国の仲間入りをする

前に解決すべき問題が山積している。だが、多くの先進国が少子高齢化問題を抱えている

中、平均年齢 29歳という、豊富な若年労働人口を抱えたこの国の潜在能力は底知れない。
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イスラム圏で唯一の NATO（北大西洋条約機構）加盟国で、米国の中東戦略には重要な同

盟国トルコ。この国が果たして欧州と言えるのかは議論が分かれるところである。しかし、

今後ますます少子高齢化問題に苦しめられるであろう「古い欧州」の国々にとって、若年

労働者の確保は死活問題でもある。その意味で、トルコは、いつの日か「オスマントルコ

の呪い」から欧州人を解き放つだけの底力を秘めているのかもしれない。 


