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◆◆◆企業危機および破産防止法の概要と PwC サービスのご紹介
2019 年 3 月 16 日に発効した新規定（民法第 2086 条第 2 項）により「法人の経済危機状況の
早期発見と事業の継続性保護のため、法人の性質と規模に適した経営や会計の管理体制を構築
する」ことが義務付けられ、さらに 2020 年 8 月 15 日より、企業危機および破産防止法（以下
「CCII」）に早期警告メカニズムの採用も義務付けられました。
対象企業: 有限責任会社（S.r.l）および有限責任協同組合会社（S.c.a.r.l.）
CCII の第 379 条に従って、監督機関（監査役会）または監査（法）人を任命し、会社が以下に
該当する場合には、必要に応じて定款内容も変更しなければなりません。
（i）連結財務諸表を作成することを要求されている。
（ii）法定監査を受けている。
（iii）2 会計年度連続して以下の 1 つが該当する場合。（2019 年 6 月に変更がありました。）
a）貸借対照表の総資産：4 百万ユーロ。
b）販売およびサービスからの収益：4 百万ユーロ。
c）会計年度中の平均従業員数：20 人。
「大企業」および「大企業グループ」、下記 3 つの条件のうち 2 つを満たす会社や金融機関お
よび年金基金は対象外です。
a）貸借対照表の総資産 (totale dello stato patrimoniale) ：20 百万ユーロ。
b）販売およびサービスからの純収益 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) ：40 百万ユー
ロ。
c）会計年度中の平均従業員数：250 人。
！重要！2017 年度に上記を満たしていた場合も、2018 年度、2019 年度で、“ricavi netti
delle vendite e delle prestazioni”が 40 百万ユーロを満たしていない場合は「大企業」で
はなくなりますので、早期警戒メカニズムを導入しなければなりません。
PwC サービスの概要
•

管理体制のアセスメントおよび調整措置：
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•

•
•

o 組織、管理、会計のマネジメント体制のアセスメントと調整
o インデックスモニタリングに適した管理体制への調整
o インデックスの継続的モニタリング
PwC デジタル・ソリューション：データ収集、ワークフローの管理、インデックスの分
析、結果報告まで一連の流れを IT ソリューションにより管理し、継続的なモニタリン
グをサポート
コンプライアンス：管理体制の調整を行う際「ベストプラクティス」を適用しているか
検証、確認
戦略的分析：調整的措置が行われた後、通常の事業活動へ戻るために必要なアクション
を戦略的な視点で分析

詳しくはニュースレターをご覧ください。NewsLetter 21022019 / NewsLetter 13032019（英
語・イタリア語）

◆◆◆労働災害保険料の新ガイドライン
(2019 年 1 月 1 日から 2021 年 12 月 31 日までの期間を反映)
2019 年 4 月 3 日、イタリア全国労働災害保険協会( “INAIL” – Istituto Nazionale per
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro、以下「INAIL」) は労働災害保険料の計算・申
告・納付(“Autoliquidazione”)についての新ガイドラインを発表しました。
2019 年の予算法を受け、INAIL は労働災害保険料率を改定しました。2019 年 3 月 26 日に発表
された 3 つの閣僚間行政命令を受け、新保険料率（2019 年～21 年の 3 年間有効予定）は正式
に導入されることになります。本改定以前に行われた最後の改定は 20 年も前にさかのぼり、
2000 年 12 月の閣僚行政命令の内容（通常保険料規定）が上書きされる形となります。
当該ガイドライン導入に当たり、雇用主の労働災害保険料が大幅に削減され、政府によれば、
2000 年の保険料率と比較して、平均 32.72%が削減される見通しです。これにより、雇用主の
労働災害保険料は合計 17 億ユーロ削減され、このうち 500 百万ユーロは 2019 年度に割り当て
られます。
本改定により、保険内容は現代の労働障害、業務上疾病に対し、より適応したものへと更新さ
れ、新技術の導入や組織の構造変化を受けて新しい項目が追加、さらに対象項目数は 739 から
595 へと大幅に削減されます。
今後の動き
雇用主は新しい保険対象項目と従業員の職務内容との照合を内部的に行い、保険対象項目に付
帯されている保険料率を元に、2019 年度の前払い金(“Acconti 2019”)を確定します。これによ
り、INAIL の承認を得ることなく、新しい保険料率を迅速に適用することが可能になります。
また、2019 年 5 月 16 日までに、改定後の税率に基づき計算された保険料を F24 フォームを介
して申告・納付をすることが求められており、オンライン納付の際には、保険料支払いを一括
もしくは分割払いにするかの意思表示が可能です。
PwC Italy TLS より発行された Newsletter はこちらよりご覧ください。（イタリア語・英語）
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◆◆◆新しい研究開発税額控除（第 1 条、70〜72 項）の概要と PwC サービスのご紹

介
2019 年度および 2020 年度に R&D 活動を行うイタリアの企業または恒久的施設（直接的、間
接的、契約の「プリンシパル」として、または外国のプリンシパルに R&D サービスを提供し
ている）を対象に、研究開発費に関わるタックスクレジットが付与されます。
＜計算方法＞
(a) FY2012 から 2014 の期間の平均研究開発費を計算
(b) FY2015 から 2020 の期間に生じた 1 年あたりの研究開発費を算出
(a)と(b)をそれぞれ比較し、FY2015 から 2020 の増加分 (c)に対し、タックスクレジット付与
(c)に表れる研究開発費増加分に対し、25%から 50%のタックスクレジット付与
タックスクレジットの最大付与額は年間 5 百万ユーロ（2015 年-2016 年分）、20 百万ユーロ
（2017 年-2018 年分）、10 百万ユーロ（2019 年-2020 年分）
＜対象となる研究開発費の例＞
年間研究開発費は最低 3 万ユーロ

研究開発費

Tax credit %

a)従属雇用契約を有する研究開発の為に雇用された人件費
b)会社とは無関係な大学、研究センター、革新的新興企業、
または中小企業に委託された研究開発費
c) 自営業であるR&D従業員のための費用
d)会社とは無関係な（b）とは異なる会社に委託した研究開
発費
e)器具および備品の減価償却
f)技術力および工業所有権にかかる費用
(NEW!)研 究 開 発 活 動 や 試 作 の 実 現 に 直 接 使 用 さ れ る 材
料および供給に関連する費用

50%
50%
25%
25%
25%
25%
25%

＜注意＞2018 年度に対して、新しい研究開発の税額控除申告には、法定代理人による署名付き
の技術書類と経費の適正さを証明、保存することが新たに義務付けられています。
PwC サービスの概要
• 技術報告書の作成・ベストプラクティスの指導: 報告書の作成、または現在のプロバイ
ダーを変更したいお客様に対し、下記のサービスを提供しています。
 当該制度に照らし合わせ「研究開発費」の枠組みを定める
 社内のプロジェクト、通常・特別費用の適格性の検証
 技術報告書の作成
• 意見書の作成：技術報告書の作成を別のプロバイダーまたは社内で行っているお客様に
対し、社内プロジェクトの適格性について検証を行い、意見書を作成します。これは、
証明書を作成する監査人のサポートに当たります。

◆◆◆パテントボックスをはじめ、さまざまな税優遇措置が導入
2019年4月23日、行政命令第34番にあたる「経済成長の行政命令」が閣僚評議会によって承認
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されました。
パテントボックス
2014年に発表された法令190/2014第1条（37）－（45）パテントボックス制度では、保有する
知的財産（特許、ノウハウ、デザインやモデル、ソフトウェアなど）から創出された売上高の
50%を法人税（IRES）および地方法人税（IRAP）課税ベースから免除することが規定されて
いました。パテントボックスにおける税優遇措置は、2015年より知的財産を保有する企業に対
し適用が始まりましたが、実際のところ、その恩恵を受けるためにはイタリア税務当局とのタ
ックスルーリングが義務化されており、申請から3年以上にもおよぶ議論が必要な事態が生じ
ました。しかし、今回の行政命令により優遇措置の適用が簡易化され、納税者は優遇制度にア
クセスしやすくなりました。
「自動」パテントボックス制度
• 以前のような煩雑なタックスルーリングプロセス（“Accordo Preventivo”）の必要性が
なくなり、納税者は利益を自ら算出可能に。税務当局の介入は、算出における最終確認
をするに留まる。
• 対象者には、制度を過去に利用したことがない、またイタリア税務当局と議論中の企業
も含まれる。
• 納税者は利益がどのように算出されたかを説明する義務があり、定められた適切な書類
にて示さなければならない。
• 最終結果が税務当局の見解と相違する場合でも、ペナルティの対象とはならない。
（2010 年に発効した「移転価格におけるペナルティ対抗措置」と類似しており、利用
者をペナルティから守ろうとする意図が汲み取れる）
• その他の詳細については、2019 年 5 月から 90 日以内に税務当局から発表予定。

法人税（IRES）の軽減税率制度（“mini-IRES”）
• 2019 年予算案にて法人税（IRES）軽減税率は最大 15%までと定められたが、軽減税率
制度を利用するにあたり、投資および人員の増加など厳しい条件が課されたため、実質
ほとんどの企業が、その恩恵を得られないでいる。
• この状況を受け、経済成長の行政命令第 2 条（7）では、納税者により有利な新しい軽減
税率制度を導入。現行の法人税 24%は 2022 年には最大 20.5%へ軽減されることとな
り、また 2019 年より 3 年間にわたり毎年、徐々に軽減する（2019 年 - 22.5%, 2020 年 21.5%, 2021 年 - 21%, 2022 年以降- 20.5%）。
• 課税ベースは確定申告書上の純利益。また純利益は株主へ配当として分配されない剰余
金であることを条件とし、課税ベースの上限を超える剰余金については、来年度へ繰
越。
• 当該制度により法人税算出方法が簡易化。純資産増加の原因要素は算出より排除（例：
株主による資本拠出、純資産と計上するべき会計処理の誤り、キャッシュフローヘッジ
に伴うデリバティブ評価）。
• 詳細については導入における行政命令（ガイドライン）が経済財政省（MEF）から発表
予定。
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スーパー減価償却の延長
•

•

当該行政命令第 1 条によれば、2019 年 4 月 1 日以降に行われた 25 百万ユーロを下回る
資産の購入に関し、追加で 30%のコスト免除が認められた。この場合の資産とは、中古
品は含まれず、事業活動に必要な新品に限る。
対象となる資産は 2019 年 4 月 1 日から同年 12 月 31 日に購入されていることが条件。
2020 年 6 月 30 日までに購入されるものに関しては、制度の対象となるため、発注およ
び前金として購入金額の 20%が 2019 年 12 月 31 日時点で支払われている必要がある。

環境保護に関する研究開発における減税措置
• 経済成長の行政命令では、環境保護に関する研究開発に対し税優遇措置を導入（天然資
源利用の最適化、廃棄物の再利用を含む）。
• 当該行政命令第 26 条では、該当する研究開発費用に対し、最大 50%の融資、または最
大 20%の助成金の受給を定めている。
• 当該優遇措置の対象となるには、関連する研究開発に最低 50 万ユーロ、最大 20 百万ユ
ーロの費用を費やしており、さらに 12 ヶ月から 36 ヶ月の研究開発にかかった期間を条
件とする。
• 現在この税優遇措置に対し 140 百万ユーロの予算が配分。
• 詳細については導入における行政命令（ガイドライン）が経済財政省（MEF）から発表
予定。
PwC Italy TLS より発行された Newsletter はこちらよりご覧ください。（イタリア語・英語）
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PwC ジャパンならびに PwC イタリアの Japanese Business Network は、オンライン上でさまざ
まな情報を配信しています。ご興味がございましたら、下記のリンクよりぜひご訪問くださ
い。
PwC イタリア
メールマガジン、セミナー情報（日本語・英語・イタリア語）をご希望の際はリンクよりご登
録ください。
PwC TLS Linked In ページ （英語・イタリア語）
PwC ジャパン
PwC イタリアジャパンデスク紹介、セミナー、ニュースレター最新情報
ジャパンデスク 各国・地域最新ニュース（日本語）
Strategy& 2018 年～2019 年の各業界の動向（日本語）
PwC あらた有限責任監査法人は、ご登録いただきましたお客様に対して、月次のメールマガジ
ンを配信しています。メルマガ登録ご希望の方はこちらのフォームから「監査およびアシュア
ランス」の「会計・監査ニュースレター（月刊）」ご選択ください。
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