仮翻訳
環境優遇措置
環境優遇措置

• 2009年1月1日から2028年12月31日までの期間に新たに承認さ
れた農産物からバイオ燃料を生産業には、以下のとおり免税さ
れるものとする：
• 連続する5年会計年度期間中の、25万フィジードルから
100万ドルまでの設備投資
• 連続する7年間の会計年度中の100万〜200万ドルの設
備投資
•連続する13年間の会計年度中の、200万ドルを超える設
備投資
•毎年20人以上の現地雇用
立法条項：所得税（免税）条例 2016、9項

経済開発免税

電気自動車充電ステーション
Charging Stations
充電ステーションを設立した場合、所得は以下のとおり:
• 7年間免税;
• 充電ステーション設立時に発生した投資額が10万ドル
以上の場合総資本支出の5％の補助金を授与される
• 8年間の繰越損失が認められる。
電気バスに投資した企業には、55％の減税が認められる.
立法条項: 条例 No. 70, 所得税法 2015

関税特権

再生可能エネルギープロジェクトと電力熱電併給

バイオディーゼルおよびエタノールの生産に関与する認定

• 委員会に認められた再生可能エネルギープロジェクトと

企業は、以下の関税関税法第262条に基づく義務譲歩の対

電力熱電併給事業に新たな参入した場合、5年間免税と

象となる:

する.
• 再生可能エネルギー製品の輸入関税は免税となる.

• 工場を設立するための工場、機械および設備は、自由
会計、自由輸入物品税、および9％の付加価値税の割合

立法条項: 所得税（免税）条例2016, 9項経済開発免税.

での輸入可能。
• バイオ燃料生産に必要な化学物質は、自由財政、自由輸入
物品税、および9％のVATの税率で輸入可能。
• すべての農産物の輸入品は免税が適用される。（農業省か
らの支援レターが取得された場合に限り、特殊な機械、設
備、および農業用品も適用対象となる）。

関税
再生可能エネルギー製品の輸入に関わる企業や事業者は関税
コード264の (iii)項により、以下が認められる:
(i) 太陽光及び充電ステーション, 蓄エネルギーシステムと関連
製品について、自由会計、自由輸入物品税、および９％の付加
価値税.

仮翻訳
映画製作と
オーディオビジ
ュアル優遇措置

• スタジオシティゾーン内に主要居住地を保持している
所得税控除
• F１オーディオ・ビジュアル制作分野での資
本支出は150%の控除対象となる.
• F２オーディオ・ビジュアル制作分野での資
本支出は125%の控除対象となる

こと
• フィジー市民でない者（またはフィジー国外よりオーディオ・
ビジュアル制作から所得の最低80%を得る市民）がゾーンの住人
として承認されるには、下記の条件を満たすこととする;
• 最低60日間ゾーンに居住すること;
• オーディオ・ビジュアル制作からの税引き前

F１およびF２区分のオーディオ・ビジュアル制作は、少なくと

の所得が10万フィジードルを上回ること;

も下記のフィジーでの支出水準を満たすものとする

•ゾーン内に２５万フィジードルを超える固定資産が

• 大型映像映画、長編映画、もしくはテレビ放送番

あること

組については40%

•スタジオシティゾーン内に定住居を保持していること.

• ビデオ番組もしくはビデオディスク番組の監督
については50%
• 音源の録音については55% .

映画税の割り戻し

所得税免除

遇措置) 2016

概要 Part 5 – 所得税法 (映画製作とオーディオビジュアル優
条例
Fiji Film Tax Rebate Bill

• F１制作による純利益は納税者が資本の60%の還付を受ける
まで免除され、その後純利益は累進課税として課税される

割戻し額

• F２制作による純利益は納税者が資本の50%の還付を受ける
まで免除され、その語純利益は累進課税として課税され

フィジー国内で発生した製作費用の
47%の払い戻しあるいは控除
第68項（1）

資格

る。

映画及びテレビ番組制作
第6付帯条項、69項による

スタジオシティゾーン（撮影所特区）

フィジー国内での最低支出
額

長編映画およびテレビ放送については、
フィジー国内での支出金額が最低限２５
万フィジードル。少なくとも1つの大き
な国際市場向け広告プログラムまたはコ
マーシャルについては最低限５万フィジ
ードル：第６９項（e）

最大払い戻し額

1175万フィジードル。フィジー国内で
2500万フィジードル以上支出された場
合でも払い戻しの最高額は1175万フィ
ジードルとする： 第68項（2).

除外措置

製作者が映画税の払い戻しを申請する場

• 撮影に携わるあらゆる個人事業者、共同経営者、企業は、
（撮影、配給、オーディオ・ビジュアル制作にかかわるサ
ービスの提供のため）スタジオシティゾーンでの営業許可
および、ゾーン内での撮影活動からの収入に対して免税措
置を受ける許可を得ることができる。
•スタジオシティゾーンの「永住者」のオーディオ・ビジュ
アル制作から発生する収入について免税とする．
• フィジー市民の場合、ゾーンの住人として承認される
には、下記の条件を満たすこととする．
•最低183日間ゾーンに居住すること;
• 税引き前のオーディオ・ビジュアル制作での所得が
１０万フィジードルを上回ること;
•ゾーン内に２５万フィジードルを超える固定資産が
あること; そして

合には他の税の軽減は受けることができ
ない。所得税法 (映画製作とオーディオ
ビジュアル優遇措置) 2016,第68項（2).

追加優遇措置 (許容に値する支出);
• 製作者への支払い(製作者への支払い)は許容に値する支出で
ある。但し、フィジーでの総支出の10%を超えてはならない。
製作者は、映画製作中常にフィジーにとどまっている必要は

• フィジー国内で映画製作を完結させるために必要な、制作終
了後にかかる費用として承認され、フィジー国内の銀行から
支払われた支出。払い戻しは制作費用に関わる書類が承認さ
れて支払われる。最高金額は、製作予算の2％～2.5％。

ない.
• フィジー国内で調達できない、衣装、メイクアップ備品、セ
ットデザインなどにかかった費用の75％についての追加優遇
措置。それらの備品は撮影終了後、フィジーに留め置くもの
とする。
• 映画製作にかかわる、シナリオ及び、版権取得料。ただし製
作者が以下の書類提出をした場合のみ適応とする
• フィジーで公的に証明された作家との支払契約書
及び公的な契約書
• フィジー国内の銀行口座から作家の口座に支払われ
た支払い証明書
• その支払いに対する受領書

• フィジー国内で調達できない、カメラおよび撮影機材の使用
料。
追加条件;
• 会社は、オーディオビジュアルエージェントに携わっている事
• フィジーで撮影されたという事実を、フィルム・フィジーか
らの承認状に認定され、映画のクレジット表記すること
立法条項:

所得税法

ル優遇措置) 2016.

(映画製作及びオーディオ・ビジュア

仮翻訳

基本控除
ALLkihonnOWANCE
設備投資総額の25％の投資手当が控除として認められる。
条件
• 宿泊施設および国際的退職者用施設の新設及び改
築、改装、増築に適用される。
• 控除を得られた者は、暫定承認が与えられた日から2年以内
にプロジェクトを完了すること。
• 投資控除はホテルでの収入または宿泊施設敷地内での収入
に限り減価償却できる。
• 繰越損失は4年間繰り延べできる。

• 滞在期間6か月以下を対象とした新たなアパートメント
に対しても短期投資パッケージ（SLIP）優遇措置の利
用が可能。
• SLIPの仮承認の受領者は、仮出願日から2年以内にプロ
ジェクトを完了すること。
• 既存のホテルには2017年以降のSLIPは適応されない。
• 投資家は、投資控除の承認を取得するためは、計画書の提
出が必要で、必ずしも計画が認証されている必要はない.
立法条項: 第３部, 所得税法 (ホテル投資優遇措置) 条例
2016

• 投資家は、投資控除の承認を取得するためは、計画書の提
出が必要で、必ずしも計画が認証されている必要はな
い。
• 税収は他国へ移行してはならない.
• 既存のホテルに対しては2017年以降の投資に対する優遇措
置はない
立法条項: 第２部, 所得税 (ホテル投資優遇措置) 条例
2016

短期投資パッケージ
• 資本投資額が7百万ドル以上の場合、4年間の無税.
• すべての資本財産（資本、設備、プラント、機械）に対す
る輸入関税免除はフィジーでは適応されないが、投資を実
現するために使用される家具または自動車はこの限りでは
ない.
条件
• 短期投資パッケージ (SLIP)優遇措置は、退職者施設や病院
に適用できる.

バックパッカー

オペレーション

• 年間売上高１００万フィジードル以下の、バックパッカー
専用施設の所得税免除
• バックパッカーホテルの建設に使う原材料や備品の輸入
に対する免税措置（所得税免除と認められたバックパッ
カービジネスに限る特典）
立法条項: 第９部, 所得税法 (所得免税) 条例 2016

関税
1. ホテルとリゾートは税関関税第3部へのコード235に基づく関税譲
歩の対象となる。 以下の商品が対象となる;
(i) 建材、家具および備品、フロントオフィス備品、室内設
備、台所および食堂の設備および備品。フィジーで製造
されていない製品に限り、10％の関税、自由輸入物品税
および VAT 9％の税率となる。
(ii) プロジェクト完了後、プロジェクト開発事業のための
重機および機械などは、5％の関税、自由輸入物品税お
よび9％の付加価値税で再輸出される。

仮翻訳
情報通信技術
（ICT）優遇措置

(i) 情報通信技術 (ICT)

アプリケーションデザインとソフトウェア開発

情報通信技術ビジネスとは、ソフトウェア開発、カスタマーコン

2015年1月1日以降、ICT事業を設立した新規事業者のアプリケ

タクトセンター、エンジニアリングとデザイン、研究と開発、ア

ーションデザインとソフトウェア開発を含む収入は、設立か

ニメーションとコンテンツの作成、遠隔教育、市場調査、旅行サ

ら13年間は免税となる。

ービス、財務および会計サービス、人事サービスによって人が提

• 新しい事業者は、年間1,000ドルのライセンス料を支払

供するサービスを意味します。 法的手続き、コンプライアンス
および危機管理サービス、その他の管理サービス（購入など）を

うことで、申請したその日から、免税優遇が受けられる.
• 所得税の免除は、以下の基準に準ずる ; -

含む、インターネットカフェ、情報技術製品の小売または卸売、

•会計年度内の６ヶ月間に５０名以上を雇用す

あるいはそのような製品の修理、販売またはサービスは含まれな

•サービス全体の50％が輸出されていること.

い。

•事業の設立に必要なすべての品目の輸入に関する免
税と付加価値税の免除.

2009年１月１日以降に新規に認可された事業者の所得は１３年間
免税となる.

小規模 ICT スタートアップ

• 新しい事業者は認可を歳入庁の長官に申請することができ

• 小規模なICTスタートアップの場合、すべてのスタート

る。免許料は毎年1,000フィジードル。免税は許可が認可

アップ費用に対して雇用条件 /要件を問わず150％の減

された日より有効となる。

税対象となる。

• 所得税減税は下記の条件にあてはまる投資に限られる; •会計年度内の６ヶ月間に５０名以上を雇用する

立法条項: 所得税法 (所得免税条例 2016,第9部経済開発免税 )

•サービス全体の50％が輸出されていること.
関税
(ii) 研究開発優遇措置

ICT / BOP業務、ICT認定トレーニング機関、および設計および

研究開発に投資している資格がるICT企業によって発生した

ソフトウェア開発に携わる新興企業に承認された企業は、以

支出に対して250％の税額控除が適用される。

下の関税関税法第261条に基づく義務の譲歩の対象となる。
• コンピューター、コンピューター部品および付属品、特殊

(iii) ICT 認定トレーニング機関

装置、設備および備品、特殊家具、およびその他の物品を

2015年1月1日以降に国際的に免許を付与された新設のICT訓練機

ICTの目的で輸入された場合、自由輸入物品税および9％の

関には13年間の免税が適応される.

付加価値税となる.

• 新しい事業者は、年間1,000ドルのライセンス料を支払う
ことで、申請したその日から、免税優遇が受けられる.
•所得税の免除は、以下の基準に準ずる: • 会計年度内の６ヶ月間に５０名以上を雇用する ;
•サービス全体の50％が輸出されていること.

仮翻訳
医療投資
優遇措置

i. 私立病院
私立病院とは、病気、けが、または疾患にかかっている人々

2016年1月1日以降に、設立された病理学研究室、MRIなど

に医療または外科的治療が施される建物または施設を意味し

の補助医療サービスの収入について：

ますが、政府または商業または工業事業者がその従業員およ

• 資本投資額が200万フィジードル以上の場合4年間免

びその家族のために運営している医務室または応急施設は含

税とする。

まれない。

• 資本投資額が５0万フィジードル以上の場合、投資額及

2016年1月1日以降設立された私立病院の収入について:

• 病院で使用される,あるいは輸入される治療用、外科用、歯科用の医療

び改装工事費用の60%が免税適応される。
用品に対する免税措置（免税、輸入控除＆VAT免税）。
• 資本投資額が700万フィジードル以上の場合10年間免
税とする
• 資本投資額が100万フィジードル以上の場合、投資額及
び改装工事費用の60%が免税適応される
• 病院で使用される、あるいは輸入される治療用、外科

• 暫定的承認を受けた私立病院はそのプロジェクトを2年以
内に完了すること。
• 損失の繰り越しが8年間許可される。
• PPP（私立・公立パートナーシップ）協定を結んだ病院は、
医療税の優遇措置を受ける資格がある。

用、歯科用の医療用品に対する免税措置（免税、輸入控
除＆ VAT免税）
• 暫定的承認を受けた私立病院はそのプロジェクトを2年以内
に完了すること.

関税
所得税（医療投資優遇措置）免税条例2016の下で承認され
た事業者は、以下の場合コード292に基づく関税譲歩の対

• 損失の繰り越しが8年間許可される

象となる：

• PPP（私立・公立パートナーシップ）協定を結んだ病院

(i) 医療、病院、歯科および外科用品、無料の関税、輸

は、医療税の優遇措置を受ける資格がある。

入物品税免税、および9％の付加価値税となる
(ii) 資本財産（資本設備、工場、機械、およびその他の、会

ii. 付属医療サービス

計監査官により承認された財産）、自由租税、由輸入物

付属医療サービスとは、病理検査室サービス、MRIサービ

品税免税、および9％の付加価値税となる。

ス、その他の診断サービスを含む、事業者が提供する医療
サービスを意味する。

住居開発
優遇措置

この優遇措置において事業者の収入は以下のとおりである;
• 住宅の売却による開発者の利益に対する課税の免除;
• 住宅の開発に要した総設備投資の最大5％まで助成する
• 資本設備、工場、機械、およびその他の財を含む資本財産について、コード293に基づく自由租税、自由輸入税、およ
び9％の付加価値税の対象となる。但し、 これには台所用品、原材料、家具、その他の規定品は含まれない。

条件
(i) この優遇措置は、以下の事業者の適用される;
• 200万フィジードル以上少なくとも20の居住用住宅ユニットの設備投資（インフラのサポート費用、海外のコンサルタ
ント費用は含まれるが、土地取得費用は除く）
• 2016年1月1日以降に開始されたプロジェクトで、仮承認が与えられてから2年以内に建物が完成すること
• 住宅開発は、低所得、中所得、及び高所得の消費者を対象とした住宅で構成する必要がある.
(i) 住宅担当大臣への確認後、仮承認される

立法条項:

第２部 、所得税法 (住宅開発パッケージ) 条例 2016.

小規模事業
優遇措置

選択された分野で、売り上げの最高額が５０万ドルの事業者には所得税の免税が認められる。選択された分野は下記の
とおり:
• 農業及び漁業 (農業においては、すべての分野に渡る).
• 旅行業（シークルーズ、川下りの事業者）.
• 地域社会および社会サービス業（アミューズメント、娯楽サービス、伝統的手工芸製作者(仲介人または,代理業者は除
く)
• 旅行業を補助する事業（動植物やフィジーの自然的特質、歴史、伝統、文化、国民の生活様式など）
• 小規模およびマイクロ企業に対するすべての商品の印紙税の免除.
立法条項: 所得税法 (所得免税) 条例 2016, 第９部 経済開発免税及び印紙税の免除.

非課税対象地
域優遇措置

だれが優遇措置の対象となるか？
この優遇措置は、下記の地域で設立された新規事業について
利用対象となる;

レブ、タヴェウニ、ラビ、キオアおよび他の政府行政上北部
として扱われる地域を含む、ロツゥマ、カンダブ、 レブカ、
ロマイビチ、ラウ、及びナウソリ ラウトカ地域（町区を除
くナウソリ空港側のレワ川からバ側のマタワル川まで）に設
立された事業者は以下の要件を満たせば、免税となる;
•25万フィジードルから１００万フィジードルの資本投資に対
して連続５会計年度;

• ヴ ァ ヌ ア レ ヴ 島 （ Vanua Levu ） － タ ヴ ェ ウ ニ 島
（Taveuni）、ラビ島（Rabi）、キオア島（Kioa）、お
よび他の政府行政上北部として扱われる地域を含む
•ロツゥマ島（Rotuma）

•100万フィジードルから２００万フィジードルの資本投資に
対して連続７会計年度;
•200万フィジードル以上の資本投資に対して連続１３会計
年度。

•カンダヴ島（Kadavu）
•レヴカ島（Levuka）

関税免除

•ロマイヴィティ諸島（Lomaiviti）

免税地域の優遇措置が認められる事業者は、原材料、機械、

•ラウ諸島（Lau）

設備（部品および材料を含む）の輸入に関して関税法第

•ナウソリ

290号に基づく関税の譲歩の対象となる。 輸入品関税の免

ラウトカ地域（Nausori-Lautoka）（町区を除く

ナウソリ空港側のレワ川（Rewa River）からバ側（the Ba

除および9％の付加価値税となる。

side）のマタワル川（Matawalu River）まで）
• 申請書に記載されているようにすべての法人が経済省へ優
遇措置を申請することができる.

非課税地域でのその他の特典
•ライセンスを付与され、少なくとも25パーセントの先住民族
のフィジー所有者持分を保有するすべての会社に対して、さ

認可基準
• 新規事業にかかわる新規の法人企業であること.
• 初期投資の金額が少なくとも２５万フィジードル
である
利用可能な免税措置
2018年1月1日から2028年12月３1日までの間にバヌア

らに5年間の法人所得税の免税.
•Adライセンスを付与され、少なくとも25パーセントの先住
民族のフィジーの地主の持分を有するすべてのホテル開発者
に、追加の7年間の非課税が適用される。
立法条項i: 所得税法 (非課税地域優遇措置) 条例 2016.

