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ダイナミックなビジネス拠点

ビジネス拠点オーストリアは、企業に有利な基本条件、訓
練を受けた専門労働力、先進的インフラを備えています。

オーストリアは欧州連合の中で最も豊かで最も技術革新の進んだ国のひとつであり、EU
統計局によればオーストリアの富裕度は、ルクセンブルク、ドイツについでEU第2位に位置
します。この躍動的なビジネス拠点は、近代的インフラ、高度なテクノロジー、よく訓練され
労働意欲の高い専門労働力という点で優れ、また政治的、社会的、経済的な安定性、確実
なエネルギーの安定供給もそろっています。その上欧州の中央に位置するオーストリアは、
東西ヨーロッパの理想的拠点でもあります。 

オーストリアの成長率はユーロ圏の平均よりも高く、企業に有利な基本条件により、外国
からの投資も世界的平均を超えています。投資家は、例えば適用範囲の広い研究助成金、
企業に有利な税制、そして高い生産性から恩恵を得ることがでます。このような優れた立
場にあっても、我が国は絶えず企業のためのより優れたビジネス拠点環境づくりに取り組
んでいます。こうした観点から、オーストリアは皆様を心より歓迎いたします。 

Dr. ラインホルト・ミッターレーナー 
オーストリア副首相 
学術・研究・経済大臣
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ビジネス拠点オーストリア

有利な立地：　　ビジネス拠点をオーストリアにおくことによって、 
国際投資家は最高のノウハウと品質、高度な技術、近代的インフラ、 
そして南東・東ヨーロッパへの至近さを当然活用することができます。 
確実な成功を目指すならば、立地に選ぶべきはオーストリアです。
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オーストリア ー  
有利な立地

成功への要因：安定性、東欧のノウハウ、欧州の中央に位置、
購買力のある市場

ビジネス拠点オーストリアの優位点：個別の加盟国の競争力について、欧州委員会の最近の報
告は、平均してむしろ中の下という結果でした。オーストリアに関してはそうではなく、堅固な経
済性と高い労働生産性のおかげで、ヨーロッパ内でトップの地位にあります。国際企業はこの安
定した有利な環境から恩恵を受けています：

イタリアの自動車グループBifrangi/ビフランジは 2014年オーストリアに約3,500万ユーロ投
資し、BMWはディーゼルエンジンのコンピテンスセンターを9,000万ユーロで拡大、米国の大
手製薬会社Baxter/バクスターはオーストリアにある２つの工場の拡張にそれぞれ1億3,800
万および8,000万ユーロを投資しています。Trumpf/トリンプとDB Schenker/シェンカー も
2014年にオーストリアのビジネス拠点を拡張し、ドイツの建設会社Bauder/バウダーは、オー
ストリアに初めて屋根システム工場を開設しました。

欧州の心臓部に位置する小国オーストリアを、このように魅力的にしているものは何でしょうか？
すべての利点の一覧　　間違いなく確かなのは、オーストリアには投資企業が 求める有益なメ
リットがパッケージで揃っていることです。多くの条件が揃って いなければ、収益性の高い事業
は長期的に成り立ちません。オーストリアには投資企業が求める有益なメリットがパッケージで
揃っています。

• 非常に安定したエネルギー供給と低い産業用電力料金
• 社会政治の安定性と低い犯罪率
• 良好な労使関係のおかげで、ほとんどないに等しいストライキ
• EUで2番目に裕福なこの国は、同時に平均以上の消費者購買力がある魅力的な市場
• 中東欧方面に非常に能率の良い空港があり、非常に発達したインフラ
• 1,000以上の外国企業が東欧統括センターを置く、東欧及び東南欧事業に 理想的な基盤
• 低い法人税率、グループ課税制度、魅力的な研究助成金などによる優遇税制
• 高い労働生産性と単位労働コストの低さを誇る経済効率の高い立地
• 高い資格を持つ従業員と実地指向の教育制度
• 最高の生活の質
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ビジネス拠点オーストリア

計画外停電時間（分）　2012年

典拠：CEER ベンチマーク レポート 2014年2月

機械が止まることはない　　国際的に活動する企業は、オーストリアの非常に高い 政治
的安定性の上に構築することができます。過去数十年にわたり労使代表間のソーシャル
パートナーシップ・社会協調制度が功を奏して、従業員1,000人あたりの年間ストライキ
日数は2日のオース トリアは、低いストライキ率で世界的にトップの座にあるだけでなく、
低失業率と穏当な 賃金政策を保持しています。

オーストリアで企業は安全な土壌上に　　気候変動や自然災害は、ますます立地を決
定 づける要素となっています。エネルギーの供給安全性でも、オーストリアは世界でトッ
プクラスにあり、オーストリアの電力供給率は、99％を超えています。自然災害の比較的
少ない オーストリアは、国際的な著名保険会社のリスク評価にも全く現れていません。

治安のよさ　　しかし、企業にとって特に魅力的なのは、法的安定性だけではありませ
ん。オーストリアは、犯罪率が低い世界で最も安全な国の 1 つです。従って、たとえ比較
的 大きな都市でも、深夜身の危険を感じることなく、公共交通機関を利用したり、 観劇
の帰りに街を散歩したりできるのはごく当たり前になっています。

投資に安全な立地

安定性、予見可能性、確実なエネルギー供給 　ー　   
これらはビジネス拠点オーストリアの優れた特長です。

典拠：WSI - Hans Böckler Stiftung 03/2014

ストライキ持続期間の国際比較
2005年から2012年までの期間、
従業員1,000人当たり損失した労働日数
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技術革新へのフォーカスが 
成長を増進

役所仕事の削減は企業の重荷を軽減 

国際的に比較して、ビジネス拠点オーストリアをどう見ますか？

オーストリアは金融・経済危機を他の多くの国よりも早くうまく乗り越えました。強い購買
力や産学提携による技術革新の成果と結びついて、オーストリアはヨーロッパ国内でトッ
プの地位に達しています。しかし我が国はこの成功に安住することなく、投資、輸出、創設
のための条件改善に常に取り組んでいます。さらに非賃金労働コストの低減も開始し、税
制改革にも取り組んでいます。

オーストリアの立地はどのような長所で特に際立っていますか？

オーストリアに定住した企業は、我が国の資格ある専門労働力、中欧・東欧方面で重要な
中心的役割、そして高い安定性と法的安全性を評価しています。さらに広い範囲に配置さ
れた研究助成金もあります。これは過去数年にさらに拡大しました。例えば10%の研究助
成金、そして経済と学問とが効率的に協力できる数多くの新しいコンピテンスセンターで
す。技術革新に大きな重きをおくことにより、オーストリアの経済がユーロ圏と比較してう
まく位置され、雇用でも最も良好な国のひとつであることに貢献しています。他の諸国と違
って我が国のストライキ継続期間はまだ秒単位で測れるほどです。その上、高いエネルギ
ー供給確実性と生活の質は、この国の利点です。

オーストリアにある企業を支援するため、どのような方策を講じていますか？ 

「事業情報システム オーストリア」で重要な決議を採択します。これによって企業は時間
と金を大幅に節約できます。例えば営業許可申請、所在地変更、事業開設などが明らかに
楽になるからです。全国的な新しい事業登録GISAは「役所に出向くよりオンラインで」が
スローガンです。これによって企業にとっての経済的負担軽減額は年間約3,000万ユーロ
になります。事業代理人の追加削減や、度量衡・測量における改善、そして労働時間では記
録義務の削減によって、脱官僚化の大事な一歩を踏み出しています。こうした施策は、企業
に2015年から年間総額1,250万ユーロの経費節約をもたらすことになります。我々は官
僚的仕事を削減して事業者の重荷を軽減したいと考えています。

→ www.bmwfw.gv.at

写真：Dr. ラインホルト・ミッターレーナー
オーストリア副首相
学術・研究・経済大臣
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革新的な中小企業
オーストリアの企業構造

従業員数 企業比率

典拠：オーストリア商工会議所　2014年
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模範的な教育　　国の教育制度と経済的な成功には密接な関係があります。それゆえ
オーストリアはあらゆるレベルで尊厳ある教育と訓練に力を入れています。

デュアル教育　　ドイツのように、オーストリアも青少年に見習い訓練 + 職業学校のデ
ュアル教育システムを提供しています。学校は企業と調整して、教育と実地の要求が確実
に一致するように計らっています。このような職業学校の他に、全専門課程を網羅した高
等技術専門学校(HTL)もあります。これらの学校での教育はすでに通常、学部レベルに匹
敵します。14歳から18歳までのゆうに３分の２が職業訓練を目的とした学校へ通ってい
ます。卒業後は、職業に就くか、もしくは21の単科大学、22の公立大学または12の私立
大学のいずれかに進学します。単科大学はおよそ550の履修課程があり、特に企業のニ
ーズに合わせ、産業との連絡も密に保っています。単科大学課程のほぼ半分近くが、仕事
をしながら履修するように設定されています。

低い若年失業率　－　労働意欲の高い従業員　　しっかりした教育制度が効果を表し
ています。オーストリアの若年失業率は9.2％で、EUでは２番目に低い数字です。特に際
立っているのは、オーストリアの従業員は会社への帰属意識が強いことです -  世界5位 
(世界競争力年鑑 2014年).。

成功の要因　ー　人材

オーストリアの労働力： 高度な能力と高い労働意欲

典拠：OECD, 一目で見る教育 2014年典拠：Eurostat 06/2014

職業に即した教育制度
２次教育レベルIIに属する生徒の比率
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R&Dに最適なビジネス環境

シュテファン・ケーニヒ、武田オーストリア社常務取締役

武田は現在オーストリアに拠点が２ヶ所あり、この国で製造・開発を行っています。国際
的に引き手の多いビジネス拠点として、オーストリアの長所をどうご覧になりますか？

オーストリアは比較的小さな国ですが、法的経済的な基本条件がここではまさに合って
います。有能な労働力、質的に価値の高い産業及び研究のパートナー、魅力的な助成金、
そして企業への控え目な課税が当社に大変役に立っています。そのうえオーストリアの卓
抜した生活の質は、才能ある人材を惹きつけ長期的に確保しておく上でも、軽視できない
付加的な論拠です。
 
特別な価値を置いているのは、どのような立地要因ですか？ 

我が社にとって非常に重要なのは、ヨーロッパ内でのウィーンの中心的な位置です。イン
フラも優れており、ウィーンからはどの重要な市場にも2,3時間で行くことができます。そ
のうえオーストリアは多くの場合、製薬業界における一定の傾向や動向の世界的リーダ
ーとなっています。我々が現場に存在することで、これらから直接に利益を得ることができ
ます。

ドイツのご出身で、既にスロヴェニアやメキシコなどでも暮らした経験もお持ちですが、
個人的にオーストリアで特別なものは何ですか？ 

ネイティブのドイツ人として、再びドイツ語の国で暮らせることは、もちろん非常に快適で
す。それに加えてオーストリアは、高い生活の質とまたとない文化的イベントで知られてい
ます。それらは喜んで繰り返し利用しています。もちろん、理想的な余暇を提供してくれる
オーストリアの山 と々湖も忘れてはなりません。このおかげで、私の家族も非常に爽快に
過ごすことができます。

武田オーストリアに関して将来のプランはどのようなものですか？

私には、企業グループにおけるこの拠点の重要性をさらに強化するという、明確な目標が
あります。２０１４年末の新しい製造の開始をもって、魅力的な投資を確保するだけでな
く、当社のアウトプットと価値の創造を明らかに向上させることに成功しました。他方で、
革新的なヘルス ソリューションを患者にも利用可能にすることは、研究開発型の製薬会
社としてまさに重要であり、これもより多くの新製品をうまく導入することによって成功し
ました。患者は引き続き我が社の事業の中心にあります。

武田はオーストリアではウィーンとリンツに拠点があります。ここでは、主に糖尿病、心血
管疾患、腫瘍学、胃腸疾患の分野がコア・コンピタンスの領域です。現在２つの拠点で従
業員は合わせて730名以上。武田は処方薬の世界的な売上げで12位、オーストリアでは
トップ10にランクされています。

→ www.takeda.at

シュテファン・ケーニヒ
武田オーストリア社 
常務取締役
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「BMWグループのようなグローバルプレーヤーは、すべての条件が

揃っているところに投資します。行政機関の迅速で官僚的でない手

続は条件のひとつであり、これについて当社はオーストリアで最も

良い経験をしました」
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ウィーン発の医療技術

オットーボック社はハイテク補装具をオーストリアで開発

世界的レベル　　ドイツ企業のOtto Bock/オットーボック社は、「義手と義腕」部門を
常にリードしてきました。この企業の最新の開発は「ミケランジェロ ハンド」です。この新し
い義手はこれまでにないほど人間の手に近づいています。「ミケランジェロ ハンド」は、装
着する人にこれまでまだ知ることのなかった次元の生活の質を可能にします。この義手は
ウ ィーンで開発されました。オットーボックは義足システム部門において次世代の イン
テリジェンス義足であるマイクロプロセッサ制御のC-LegとGenium X3によっても、同様
に自然な可動性とより高い生活の質を提供しています。オットーボック オーストリアの最
高経営責任者で同社のスポークスマンでもあるハンス・ディートルによれば、 近い将来、
ハイテク補装具の部門でインプラントやプロテーゼシステム制御用人工頭脳の開発が
見込まれています。

ウィーン工場：　　1969年以来、オットーボックはオーストリアに支社があります。 オー
ストリアの首都ウィーンでは600人以上の従業員が従事しており、その3分の1が研究・
開発にたずさわっています。補装具部門でトップのプロテーゼ専門家が、その研究上重要
な節目となるものをオーストリアで開発しました。「ウィーンは、当時も今同様、研究所と
病院間の距離が十分近いことが、立地の決定要因になりました」と、ハンス・ディートル社
長は語っています。60年代末ウィーンは、ドイツの医療パイオニアである同社が国際化へ
の第一歩を踏み出した 拠点のひとつでした。

適切な労働市場政策　　研究面でさらに卓抜した業績をあげることができるよう、ハン
ス・ ディートル社長は労働環境の基本条件最適化に取り組んでいます。「私の最大の願
いは、常に現状 に合った労働市場政策を行うことです。十分な数の専門労働力を募集
し、企業の国際競争力を危険に晒すことのない条件で 採用することは、研究にとって非
常に重要です。」これらの前提条件が、オーストリアには揃っていました。

ウィーン拠点を更に拡大　　2012年にオットーボックは新しい製造工場をオープンし
ました。投資は1,660万ユーロです。もうひとつの研究開発ユニットも同じ規模で既に計
画中です。

オットーボック・ヘルスケア有限会社/本社　　この企業の本社はドゥーダーシュタット 
(ドイツ)にありま す。オットーベック ヘルスケア社は50ケ国に販売・サービス会社があ
り、世界全体で7,000名以上の従業員が従事しています。

→ www.ottobock.at

写真：Hans Dietl （ハンス・ディートル） 
オーストリアのオットーベック社CEO 

（最高経営責任者）、会社グループ
CTO（最高技術責任者）
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「ウィーンは我が社における技術革新の牽引力であり、

成長駆動力のひとつです」
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東西を結ぶハブ

西欧の企業にとっては東欧の統括本部 
東欧の企業にとってはEUの大きな柱

東及び南東ヨーロッパとのビジネス関係構築には、オーストリアは国際的にナンバー1
の立地と見なされています。統括本部の拠点はオーストリアに317あり、中央および東ヨ
ーロッパの競合拠点であるポーランド、スロヴァキア、チェコおよびハンガリーをはるか
に凌駕しています。ヴォルフ・タイス共同法律事務所の行った最新の調査によれば、上記
全4カ国に置かれている国際企業の事業拠点は、合わせてわずかに84カ所です。 オース
トリアを中東欧におけるビジネス活動の基盤に選んだ国際企業は、Siemens/シーメン
ス、Beiersdorf/バイヤースドルフ、Hewlett-Packard/ヒューレット・パットカード、 Eli 
Lilly/エリーライリー、Henkel/ヘンケル、BMW、Fedex/フェデックスなど約1,000社で
す。また、約40に上る中東欧関連の国際機関がオーストリアに設置されています。

ビジネス拠点としてのメリット　　銀行や法律事務所などオーストリアのサービス業者
が有する秀でた東欧ノウハウ、歴史に培われた中東欧に対するオーストリア人の文化的
理解、政治的安定性と治安、透明度の高い法制度によって、オーストリアは東西ビジネス
を繋ぐ理想的なハブとなっています。さらに住民のおよそ19％が移民の背景を持ってい
ることから、東欧言語の知識がある労働力の割合が多いこともまた利点です。

投資の帝王オーストリア　　東欧は、オーストリアの直接投資に最も人気のあるターゲッ
トの一つで、47％近くが中欧及び東欧に割当てられています。したがってオーストリアはこ
の地域では最大の投資家であり、スロヴェニア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、
およびセルビアにおいてはナンバーワンです。2013年の中東欧向け輸出は、製品輸出総
額のほとんど21％に上ります。主要な貿易相手国は、チェコ、ハンガリー、ポーランドです。
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オーストリアにある事業統括本部 
多国籍企業の本部所在地（国別比率％）

典拠：オーストリアの統括本部リスト

ドイツ
米国

スイス
フランス
イタリア

日本
スウェーデン

イギリス
カナダ

オランダ

34.0
18.4

7.1
4.2

3.9
3.6
3.6
3.2
2.9
2.9

国際企業の
統括本部件数　
2011年

典拠：ヴォルフ・タイス法律事務所, 2011年
* 2014

2011

オーストリア 331*
ポーランド 25
ハンガリー 24

チェコ共和国 23
スロバキア 12
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東欧からの進出が急増　　Lukoil/ルークオイル, VTB銀行、Agrotec/アグロテックな
ど中東欧の著名な企業は、早くからEUでの拠点としてオーストリアを選択しています。EU
への進出には、必要なノウハウと要求にかなうサービスのあるオーストリアは頼れるパー
トナーです。東欧の企業がオーストリアに設立した会社の数は、2003年から2014年の
間に567社から3,309社に倍増しました。

オーストリアが特に有利な点一覧
• ネットワーク度が高い
• 良く教育され、東欧言語の知識がある忠実な従業員
• 透明な法律
• 優れたインフラ
• 有能なコンサルタント：税理士、弁護士、金融サービス
• 高い生活の質
• 高い法的安定性と治安

“メイド イン オースリア”の中東欧若手リーダー　　オーストリアでは全移民の4分の3
が、中東欧出身です。これら移民たちは平均以上に高い教育を受けており、大卒者の比率
も平均を上回っています。オーストリアの大学や教育機関は、こうした人材に特別に誂え
た教育カリキュラムを提供しており、経済界との提携も頻繁です。東欧においてさえも教
育カリキュラムを提供するオーストリアの教育機関も増えています。

高い資格保有者には赤白赤カード　　非EU諸国出身で高い資格の保有者、スペシャリ
ストおよび大学出身者には、2011年7月から赤白赤カードが入手可能になりました。こ
れにより企業は、とりわけ非EU諸国出身の技術者や化学者、管理職、またオーストリアで
教育を受けた大学出身者を、他の許可証なしにオーストリアで雇用することができます。

東欧企業がオーストリアを発見
2001年から2011年までの企業設立数
2001年：66社、2011年：364社

典拠：Compass出版 2014年

2001 2014年10月

ロシア 39 377
ウクライナ 31 135

その他の独立国家共同体 9 69
ブルガリア 29 135
ポーランド 40 102
ルーマニア 26 169

スロヴァキア 116 526
チェコ  75 325

ハンガリー 149 1096
バルト諸国 12 60

スロヴェニア 41 315

投資王オーストリア

典拠：WIIW FDI Report 2014

各国での投資ランク

総投資額　 
(10億 
ユーロ単位)  

その国の直接投資 で
オーストリアが占める割合

47.8
34.3

23.8
18.5
17.4

15.8
14.8
14.2
12.9
11.8

スロヴェニア
クロアチア

ボスニア・ヘルツェゴヴィナ
ルーマニア

セルビア
スロヴァキア

ブルガリア
アルバニア

チェコ
マケドニア

1
1
1
2
1
2
2
3
3
2

11.7
24.1

5.6
59.1
14.9
42.3
37.3
3.5

103.5
3.7
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ギュンター･トゥムザー
ヘンケルCEE社 社長

好ましい経済環境と生活の質

法人税率とグループ課税制度は  
特に国際的企業グループに魅力的

ウィーンに本社を持つヘンケル中央・東ヨーロッパ社は、従業員9,500名の中東欧及び
中央アジア・コーカサスを含む32ヶ国を担当しています。 なぜヘンケルグループは、オ
ーストリアを中東欧統括本部の所在地に選んだのでしょう？

ヘンケル社は８5年以上前からウィーンに拠点を置いており、ここで今日洗濯用洗剤や洗
浄剤を製造しています。その上2005年からは、オーストリア、チェコ、スロヴァキア、スロヴ
ェニアおよびクロアチア向けの中央流通センターをここで運営しています。さらにエベン
ぜー Ebensee には接着剤工場があります。ヘンケル社は、鉄のカーテン崩壊前の1987
年からすでにオーストリアを拠点として、 東欧地域での継続的なビジネス拡大を開始し
ました。その際、隣国との文化的な近さと共に、既存の昔からのコンタクトを活用してきま
した。今日と同様当時も、地理的に中央に位置することや、好ましい経済環境及び生活の
質の高さは、ウィーンもしくはオーストリアの重要な財産です。

投資に関しては目下、非常に慎重になってきています。 オーストリアはヘンケルグループ
の中で特別な地位にあるのでしょう か？

いいえ。ヘンケル社も含めて、どの企業も、今は優先順位を決める必要があります。ヘンケ
ルはオーストリアで毎年約1,000万ユーロにのぼる投資プログラムを組んでいます。補助
金制度や魅力的な法人税率とグループ課税制度は、オーストリアにおいて特に国際的企
業グループに有利な政策です。

Henkel Central Eastern Europe/ヘンケル中央・東ヨーロッパ社　　ウィーンに
あるヘンケルCEE社は、ドイツのヘンケルグループの重要な成長牽引役のひとつで、中・
東欧32カ国にある従業員約9,500名、30の製造工場を統括しています。ウィーン拠点
は、継続的にアップグレードされています：ヘンケル社は、ここで23万トンの洗濯用洗剤
や洗浄剤を製造、その80％を輸出しています。

→ www. henkel.at
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スペシャリストの国 
オーストリア

革新的な中小企業が世界の市場リーダー

工業国オーストリア　　この国ではEngel/エンゲル、Rosenbauer/ローゼンバウ
ア、Doppelmayr/ドッペルマイヤーなど、あらゆる部門でニッチ産業のプレーヤーがトッ
プクラスの製品を生産しており、小国オーストリアが世界の市場リーダーであることは、
意外かもしれません。GREENone Tec/グリーンワン テック社は、サウジアラビアのリア
ドにある女子大のため、世界最大の太陽熱プラントにコレクターを納入しました。ザルツ
ブルクのテクノロジー企業Skidata/シーダータ社は、2014年ブラジルでのサッカー世
界選手権の際、世界最大のスタジアム、マラカナン市営スタジアムに先進的なアクセステ
クノロジーを設置しました。更に、世界的名声を得ている企業として、Red Bull/レッドブ
ル、Swarovski/スワロフスキやManner/マンナーなどは、オーストリアから世界市場を
制覇しています。

オーストリアは魅力的な立地　　オーストリアは、購買力から言っても 世界で有数の
富裕国に属しており、EU内では第2位です。外国投資は1993年以来、不景気による一
時的な低迷を乗り越えて継続的に増加しています。 UNCTAD 2014年のデータによれ
ば、2013年の対オーストリア直接投資額は約100億ユーロに達し、最高記録を更新しま
した。これは、GDPのほぼ44％に相当し、世界平均の34％を上回っています。

典拠：Eurostat, OECD, 2014

工業国オーストリア
GDPの製造部門比率
2013年　％

主要工業部門の工業生産 2013年
（単位10億ユーロ）

典拠：オーストリア商工会議所

ドイツ
オーストリア

日本
スイス

オランダ
イタリア
イギリス

米国
フランス

30.2
28.7

27.5
26.4

24.4
23.9

20.7
19.9

18.8

機械・金属製品
化学工業

車両
ガス及び熱

電気・エレクトロニクス
鉱物油

食品
鉱山・製鉄

木材工業
建設業

34.6
15.0

13.1
12.9
12.6

11.0
10.1

7.5
7.5

6.0
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企業 部門 インターネット

Agrana 果物加工と濃縮果汁 agrana.at

Alpla プラスチック包装 alpla.com

Andritz 製紙や特殊産業向け設備 andritz.com

AT&S 携帯電話の回路基板 ats.net

AVL List 駆動システム及びエンジン開発 avl.com

Blum/ブルム 金具 blum.com

Delfort Group シガレットペーパー delfortgroup.com

Doka 型枠技術 doka.com

Doppelmayr ロープウェイ doppelmayr.com

Engel 射出成形機 engelglobal.com

Kapsch TrafficCom 通行料金完全自動徴収システム kapsch.net

KTM オフロード オートバイ ktm.com

Lenzing セルロース繊維 lenzing.com

Mayr-Melnhof リサイクル材料による折りたたみカートン mm-holz.com

Magna Powertrain 乗用車パワートレイン magnapowertrain.com

Miba 自動車工業用滑り軸 miba.com

Novomatic ギャンブルゲーム機 novomatic.com

Ottobock Healthcare 補装具 ottobock.at

Palfinger トラック搭載ナックルブームクレーン palfinger.com

Plansee 粉末冶金高機能材料 plansee.com

Plasser&Theurer レールタンピング機 plassertheurer.com

Red Bull ネルギードリンク redbull.com

RHI 耐火材 rhi-ag.com

Rosenbauer 特殊消防車 rosenbauer.com

Semperit 医療用手袋 semperit.at

Swarovski クリスタルガラス swarovski.com

voestalpine 制御技術及び特殊ステンレス鋼 voestalpine.com

Wienerberger レンガとレンガ壁システム wienerberger.at

Zizala ヘッドライト kw-group.com

Zumtobel 電子照明技術 zumtobel.com

出典:　Gewinn, 2014年6月

オーストリア生まれの 
世界市場リーダー

INVEST IN AUSTRIA
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低い税で高い利益

研究と教育への助成金がオーストリアの税制を企業に有
利に

法人税を25％に削減して以来、オーストリアは企業に好意的な国のランキングでトップ
の位を占めています。EU15ヶ国の中で条件がもっとよいのは、アイルランドとイギリスの
みです。また、税率を引下げて投資家を惹きつけているEU新加盟国と較べても、オースト
リアは抜群の得点です。

低い実効税率　　BAKBASEL及びZEW(欧州経済比較センター)の実効税負担率の比
較は、 東欧からの激しい税率競争にもかかわらず、EU内でさらに飛び抜けて企業に有利
な条件であることを証明しています。オーストリアにおける課税の総負担率は22.4％で、イ
ギリス（23.8%）、イタリア（24.6%）、ドイツ（29.3%）、フランス（32.5%）よりも低率です。

2008年から相続税は廃止　　オーストリアにおいて相続税が廃止され、それに伴い同
族会社の負担が軽減されたことは、国際的な個人投資家にとって、立地にオーストリアに
を選ぶよい理由です。

グループ課税は統括本部にとって大きなプラス 
先進的で魅力的なグループ課税のモデルは欧州中で手本となっています。企業グループ
内での収益と損失の補整は、国際的に絡みあった経済には非常に重要です。新しいグル
ープ課税モデルの基本的考え方は、財政的に一緒にできる法人の税金の結果を、事業上
あるいは組織上の従属または非従属の要件なしに、集約することです。
国際企業だけでなく、子会社を持った小さめの外国企業にとっても、ビジネス活動をオー
ストリアへ移すことで計り知れない利点がもたらされます。新しい規則によって、オースト
リアは本社所在地として特に東ヨーロッパ地域のためにはまさにうってつけです。
グループ課税では、国内のグループメンバーの利益と損失、そして同様に国外のグループ
子会社の損失が相殺され、これによって法人税計算のための基礎額が低減されます。企
業グループを形成する前提条件は、基礎資本、株式資本、あるいは共同資本の50％以上
の財政的結びつき、並びに議決権があることです。

オーストリアの企業に課されるのは、法人税率一律25％のみです。 
他国で通常徴収される事業税や固定資産税は、 
オーストリアにはありません。
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企業のためのBAK課税インデックス 2013年 
実効税負担の中央値 ％

典拠：BAK Basel Economics und ZEW, 2013

法人税率 2014年*)
留保利益に対する事業税
利益 ％

企業買収の場合、資産計上したのれん代(営業権)を15年にわたって償却できる点が、他
国と大きく異なります。さらに、すでに二重課税防止条約 が密なネットワークで存在する
ため、受取配当、利子、ライセンス料への源泉徴収税の負担も少なくてすみます。

研究をすれば、納税額が下がる　　これはオーストリアの企業すべてに適用されます。企
業は、委託研究も含めて研究開発費の10％を「研究助成金」として受け取ることができま
す。これは現金で給付されます。

見返りの多い人材教育への投資　　教育非課税額は、従業員の研修や継続教育措置の
20％までです。またはその代わりに、発生した費用の6％を教育助成金として認めてもら
うこともできます。

有限会社　ー　会社設立が簡単に　　有限責任会社（GmbH）の設立には、2014年3
月から35,000ユーロの最低出資金が必要で、そのうち半分は現金で支払うことになりま
した。新たに導入されたのは、企業活動の初期段階（最長10年）に対しての起業特権で
す。これに関する規則は元来の会社契約に含まれていなければなりません。特権は、出資
金1万ユーロしかないような有限会社でも、そのうち5,000ユーロだけを現金で支払って
設立できるということです。

典拠：Deloitte Resources, Corporate Tax Rates 2014
*) 課徴金および地方税・国税を含む

アイルランド
スロヴェニア

チェコ
ポーランド

イギリス
スウェーデン

スロバキア 
オーストリア

オランダ
ノルウェー

ドイツ
スペイン
イタリア
フランス
ベルギー

米国

12.5
17.0
19.0
19.0

30.0

21.0

25.0
22.0
22.0

25.0
27.0

30.0
31.4

33.3
34.0

35

アイルランド
チェコ

ポーランド
ハンガリー

オランダ
オーストリア

イギリス
イタリア

ベルギー
ルクセンブルク

ドイツ
スペイン
フランス

米国

14.1
16.2
17.0
18.9

20.9

24.8

23.8
22.4

24.6
24.7

29.3
31.2
32.5

41.1
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トレードマークの高い生産性

オーストリアの労働生産性は世界でトップクラス

労働生産性でリード　　欧州委員会によると、加工業における労働者１人当たりの労働
生産性で、オーストリアはEU加盟27カ国でトップ５に入ります。これによってオーストリア
は、ドイツやイタリア、イギリスのような工業国、また明らかに隣接国チェコやハンガリーよ
りも上位に位置しています。オーストリアは、伝統的に工業生産性の水準が高い国です。
オーストリアの産業は過去数年間に平均以上に大幅な生産性向上を遂げました。特にそ
の決定的要因として、モチベーションが高くて有能な従業員が挙げられます。

適度な単位労働コスト　　国際的競争の中でオーストリアの産業はコスト面で追いつく
ことができます：2010年から2014年の期間に、商品生産における単位労働コストは年
間1％の上昇ですが、他の大抵のEU諸国では一部明らかにもっと上昇しています。

時間生産性EU比較　2013年 
購買力標準で従業者一人当たりのGDP　EU27カ国＝100

典拠：欧州委員会、Eurostat, 09/2014

製造業における単位労働コスト 
2010-2014年の平均
年変化率(％）

典拠：欧州委員会 2014年

ルクセンブルク
アイルランド

ベルギー
フランス

オーストリア
デンマーク

イタリア
オランダ
ユーロ圏

ドイツ
イギリス

ポーランド
チェコ

ハンガリー
ブルガリア

163.9
135.5

127.3
116.0
113.4
111.0
108.8
108.8
108.6
107.0

99.4
74.3
71.9
70.6

43.4

ドイツ
ポーランド

オーストリア
EU28ヶ国

フランス
チェコ

オランダ
イギリス
イタリア

ハンガリー

0.9
1.1

1.5
1.8
1.9
2
2.1

2.4
2.4

4.1
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「質の高い労働力に加えて、非常に高い労働意欲 (ストが少ない)と生

産性は成功要因の一つであり、これらは生産拠点としてオーストリアに

プラスの材料を提供しています」
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「オーストリアは長期的に信頼できる安定した基本条件で際立っています　ー　 

クオリティは、ベーリンガー インゲルハイムのように研究開発型の製薬会社にとっ

て、特別に重要なものです。その上ウィーンは優れた研究インフラと高い生活の質

をもった都市なので、国の内外から高い資格を保有する労働力の関心をひきつけま

す」
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国際的に活躍する管理職ビジネスマンが繰り返し証明　　オーストリアは、優秀な人々
のニーズにかなっています ー 無垢の自然、緑の草原や牧場、澄んだ水、新鮮でおいしい
空気などが、多彩な文化イベントや最高の生活の質と相まって、オーストリアを暮らしや
すい国にしています。マーサーグループの「2014年度生活の質実態調査」という最近の
調査によると、ウィーンは世界で一番に住み良い都市です。

国際的な教育の機会、多くのレジャー施設　　外国からの投資家が母国語での子弟教
育を諦める必要はありません。ウィーンには、ウィーン･インターナショナルスクールをは
じめ、日本人学校、スェーデン人学校などあらゆる学校が揃っています。約5,000のテニ
スコート、約80のゴルフ場、全長2.2万kmのスキー場、5万kmのハイキング道、1万km
のサイクリング道をはじめ、多くの施設がオーストリアをレジャー天国にしてい ます。

治安のよさ　　生活の質とは、低い犯罪率によって個人の身の安全が最大限確保できる
ことでもあります。人と財産の保護で、オーストリアに肩を並べられる国は世界でもほとん
どありません。さらに、先見的な環境政策、明確な環境意識、環境を汚染しない生産技術
で、オーストリアは環境模範国の肩書を与えられています。

レクリエーション価値による 
価値の付加

世界最高：オーストリアの生活の質

典拠：Mercer Consulting – Worldwide Quality of Living Survey 2014

ランク 都市 国

1 ウィーン オーストリア
2 チューリッヒ スイス
3 オークランド ニュージーランド
4 ミュンヘン ドイツ
5 バンクーバー カナダ
11 アムステルダム オランダ
16 ベルリン ドイツ
27 パリ フランス
38 ロンドン イギリス
43 ニューヨーク 米国
43 東京 日本
50 マドリッド スペイン
51 ローマ イタリア
68 プラハ チェコ
75 ブダペスト ハンガリー

世界で最も住みやすい都市
生活の質に基づいた順位

比類のない生活の質
10 = 生活の質が非常に高い

典拠：世界競争力年鑑　2014年

スイス
オーストリア

ノルウェー
ドイツ

オランダ
ベルギー
フランス

米国
日本

イギリス
チェコ

イタリア
ハンガリー
ポーランド

1
2
3
5
6

15
17
19
20
22
24
30
54
56

9.73
9.55
9.47
9.38
9.21

8.63
8.48
8.33
8.22

7.73
7.56

6.46
4.00

3.69
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ABA-Invest in Austria/オーストリア経済振興会社は、助成制度から市場潜在
能力、税法に至るまで、25名の有能なスタッフがノウハウを駆使して官僚的で
ないサポートを提供しています。しかも全く無料です。
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立地問題で 
最も信頼できるパートナー

ABA-Invest in Austria (ABA)/オーストリア経済振興会社は、オーストリア
政府のコンサルト会社として、国際投資家の皆様に一番の窓口です。

• 個別ケア　　オーストリア経済振興会社は、長年の経験を持つ誘致コンサルタント
を有しており、有能なスタッフが個別にお世話をし、オーストリアで必要となるすべて
の折衝を仲介します。

• 広範な情報プール　　ビジネス拠点オーストリアに関して、業界、 テクノロジー、市場
開発から政治・経済的な基本条件に至るまで、 全ての最新データを提供しています。

• 有能なコンサルティング　　最適な立地選び のアドバイスをいたします。さらに、労
働法や税法上の疑問に答えるだけでなく、理想的な補助金の情報を提供したり、最
新の不動産価格を調査したり、企業設置にかかわる様々な問題の解決に手助けをし
ます。

• 積極的支援　　一連の公的手続きをお手伝いします：補助金申請や事業施設許認
可等も一緒に処理し、地方レベルの各企業誘致会社と協力してサポートします。

• 持続的なサービスの提供　　長期的コンサル ティングとケアを提供します。ABAは
プロジェクトの実現後も、さらなる投資や発展ステップのサービス窓口としてご利用
いただけます。

• 国際的な連絡網　　オーストリア経済振興会社は世界中にネットワークを有してい
ます。提携パートナーを紹介する他、世界各国にあるオーストリア経済産業院の 通商
代表部（大使館商務部）への仲介も引き受けます。

• 賞を受賞のABA　　オーストリア経済振興会社はそのコンサルタントサービスに対
して 次のような賞を再三受賞しています：世界最優良の企業誘致振興機関、世界銀
行ベンチマーキング（2009年）；オンライン投資促進で世界トップ、世界銀行ベンチマ
ーキング（2012年）；世界第2位の企業誘致促進機関、並びに統括本部誘致の強化
プログラムで銅賞； FDIワールドフォーラム（2013年）。

• その他の管轄分野　　包括的で個別のコンサルティングの他、ビジネス拠点オース
トリアに関する情報として次のような分野の専門パンフレットも用意しています：

• 自動車産業
• R&D（研究開発）
• 環境テクノロジー＆再生エネルギー
• IT（情報技術）
• ライフサイエンス
• 観光業

• 金融および不動産ファンド 
• 化学/樹脂
• 機械工作/メカトロニクス/エレクトロニクス
• ロジスティックス（物流）
• オーストリアにおける企業設立
• オーストリアにおける産業投資の税法面
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