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 許認可・撤退手続 

 

2018 年 10 月時点の「海外在留邦人数調査統計」（外務省）によると、日系企業数は 1,502 社あ

る。一方、フィリピン経済特区庁（PEZA）の記録によれば、2018 年 11 月時点で日系企業 940 社

（100％日本出資の法人以外を含む）が PEZA の経済特区で操業している。また、PEZA の管理下

ではないが、基地転換開発庁が統括し、クラーク開発公社（CDC）が運営するクラーク輸出自由

地区、スービック港地区公社（SBMA）が運営するスービック輸出自由地区にも多数の日系企業が

進出している。 

PEZA は、2020 年 5 月末現在で 379 箇所の経済特区（エコゾーン）を管理している。その内訳

は、製造業特区 74 箇所、IT 特区 262 箇所、農産物加工特区 22 箇所、観光事業特区 19 箇所、医療

観光特区 2 箇所である。これらの地区に入居した場合、一定期間法人税が免除される場合がある

ため、前述のように日系企業の多くがこうしたエコゾーンに入居している。 

また、エコゾーンに入居しない場合でも、投資委員会（以下、BOI）に登録されれば、一定期間

の法人税免除等の優遇措置を享受できる。 

以下、こうした投資優遇策を享受するための申請手続を概観した上で、法人登記手続を見てい

く。なお、投資優遇策享受のための申請と法人登記手続は同時に行うことができる。 

 

フィリピン経済特別区（PEZA）登録 

PEZA に登録されたエコゾーン内で行われる製造活動や IT サービス等で、生産する財又は提供

するサービスの 70％が輸出される事業は、輸出型事業として PEZA 登録が可能である。このほか、

物流・倉庫事業、施設提供事業等、エコゾーン内で行われる 10 の区分で事業登録が可能となって

いる。 

PEZA 登録は、会社に対してなされるのではなく特定の事業に対してなされる。したがって、会

社を先ず設立登記し、本社を商業都市であるマカティ市などに置き、特定の PEZA 経済特区の用

地使用につき予約契約を締結し、PEZA 申請を行い、PEZA 理事会承認後、用地使用に関する本契

約を締結、工場建設、生産開始という手順が一般的である。 
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PEZA 環境安全部（ESG）による初期環境

チェックリスト審査（製造輸出活動等の場

合） 

↓ 

PEZA 理事会承認（月 2 回）環境天然資源

省（DENR）による承認 

（環境適合証明書（ECC）発行） 

↓ 

申請者による申請書提出 

PEZA に直接提出 
↓ 

PEZA 審査部（ERD）審査 
追加情報の提出等 

↓ 

図表 11-1 PEZA 登録手続  

 
 

 
CDC/SBMA 経済特区登録 

CDC 登録も PEZA 同様、特定の事業に対してなされるが、その事業を営む法人の本店住所が

CDC 内になければならない。会社を先ず設立登記し、本社を商業都市であるマカティ市などに置

いた場合、CDC 登録申請においては本店住所の変更が必要となる。 

また、CDC が管理する工業団地の土地は売却不能な国有地であり、入居者は CDC が委託した

造成開発業者から必要な物件を転借しなければならない。 

  

初期提出書類 

■申請書 会社名・住所（予定も可）・申請代理人・申

請タイプ（経済特区輸出企業・既存企業の拡張等を特

定）・パイオニアか非パイオニア・製品説明・輸出市

場・申請者の親会社・申請者の現存事業（該当する場

合）・申請事業の記述（選択：新規輸出企業に関する記

述・既存輸出企業の新規事業申請の記述） 

■事業概要書 本社住所・主要役職者・雇用人数予定・

事業計画（3 年）・製品記述・製造工程・原料・機械設

備・生産予定・占有面積・電気水道使用量・市場・輸出

高・初期投資額・資金調達、等 

■誓約書  ■汚職防止に関する宣誓書  ■会社秘書役

の登録に関する証明書 ■会社定款・付属定款（又は草

案）■役員履歴書  他 

登録契約書署名 

提出文書 

■証券取引所での会社登記文書  ■経済特区の使用場

所に係る契約書（予約書）■環境適合証明書（ECC）

■登録料 

登録証明書発行 

↓

↓

申請者による登録準備文書の提出 
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図表 11-2 CDC 登録手続 

（SBMA の登録手続は CDC の登録手続に準ずる）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初期提出書類 

■申込趣意書 ■転貸予約契約書 ■申請代理人選

任書 

■事業評価書 社名・代理人・申請事業の概要・証

券取引所登録情報・既存事業概要（生産ライン概要・

サービス概要・市場等）・事業データ・技術的データ・

環境保全情報・産業固形廃棄物・液体廃棄物・排出ガ

ス・廃棄物処理方法・機械設備概要・通信設備（該

当産業の場合）・作業場（土地面積・床面積）・雇

用者予定・損益計算予想（第 1・第 3・第 5 年度）・

投資額（第 1・第 3・第 5 年度）・総投資額・ROI・

経営陣の経歴・造成費用・輸出額等 

■誓約書 ■汚職に関する宣誓書 ■会社秘書役の登

録に関する証明書 ■会社定款・付属定款（又は草案）

等 

CIAC による転貸契約書承認、 
承認書発行 

↓ 

登録証明書発行 

申請者による申請書提出 
（転貸者に提出） 

↓ 
転貸者が CDC と土地保有会社 
（CIAC）に当該申請書を提出 

↓ 

提出文書 

■CDC 管理地内の使用場所に係る正式契約書 

■環境適合証明書（ECC）  ■登録料 

申請者による CDC 登録準備文書の 

提出 

↓ 
登録契約書署名 

↓ 



 
第 11 章 許認可・撤退手続 

79 

BOI 登録 

BOI 登録の手続は次の図表に示すとおりである（登録要件は第 9 章を参照）。 

 
図表 11-3 BOI 登録手続 

 

 

初期提出書類 

■申込趣意書  ■SEC 登録証明書  ■監査済財務諸表（3 年

分）  ■所得税申告書（3 年分）  ■申請代理人選任書 

■BOI 様式 501 

A 申請者：社名・納税番号・住所・工場住所・会社対応責任

者・申請代理人 

B 申請事業：申請事業の概要（選択：IPP、輸出事業、特定

事業） 

C 投資対象：IPP 事業・製品/サービス特定・売上高・輸出高 

D 事業タイプ：新規・その他 

E 区分：パイオニア／非パイオニア 

F 個人事業等：氏名・国籍・居住地・出資額 

G 会社：資本構成詳細・取締役構成・主要役職者 

■環境適合証明書（ECC） ■誓約書 ■汚職に関する宣誓書

■会社秘書役の登録に関する証明書 ■会社定款・付属定款 

（又は草案）等 

BOI 管理委員会へのプレゼン 
BOI 統治委員会の確認 

申請者への書面での助言 

↓ 

申請者による申請書提出 

↓ 

申請評価 

評価報告書作成 
（申請受理の公示・工場視察） 

↓ 

承認書送付 

↓ 

登録料支払い 

↓ 

登録証明書発行 
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撤退 

フィリピンでは法人清算手続の結了に至るまで長い時間を要するのが一般的であり、2～3 年を

要する場合もある。清算結了まで駐在員や従業員を置いておくことは現実的ではないため、ある

程度から先は弁護士事務所に任せることになるものの、撤退した先に法人がいつまでも残ってし

まい、管理上手間がかかってしまうこととなる。 

実務的には、まず日本の経営陣とフィリピンの経営陣のごく一部が、フィリピンの弁護士を交

えて撤退手続の検討をなるべく早く開始し、事前に準備を進めておくことが重要である。特に、

どの部門が 後まで残る必要があるのか、また、そこで必要な人材は誰かを特定しておき、その

上で、人事や経理等のコアスタッフ、及び生産管理等、会社の方針を知りうる幹部スタッフを適

時巻き込みつつ、秘密裏に撤退準備を進めていくことが有効である。 

 
撤退手続  

撤退は、一般的に以下のステップを踏んで進んでいく。 

① フィリピン撤退の意思・既存事業の処理方針決定 
② 外部専門家とフィリピン撤退の手続・時期の確認 
③ 解雇手当や手続費用など、撤退に必要な予算の策定 
④ フィリピン現地法人内部で残すべき人材の確定・体制確保 
⑤ 現地法人幹部職員とともにフィリピン撤退詳細計画の策定 
⑥ 整理解雇実施、退職者ケア 
⑦ 設備等移設・売却 
⑧ 債権債務整理 
⑨ 清算手続開始 
⑩ 工場建物等売却 
⑪ 清算結了、残余財産分配 
⑫ 地方自治体及び税務署への届出 

 
清算手続 

フィリピンの清算には、SEC による強制清算と、会社の任意清算があるが、清算手続を開始す

るためには、会社定款上定めた会社の存続期間を変更して清算手続の開始日までとするのが一般

的である。この際、社長、秘書役、財務役らの法定役員に代わり、清算法人の代表となる精算人

と管財人を選出する。また、フィリピン政府からは清算法人に何らかの債務が残った際に、その

債務の弁済を確実にするための債務保証人を立てることも求められる。こうした議決事項は臨時

取締役会にかけ、在任取締役の過半数の同意を得ておく必要がある。 

その後、臨時株主総会を開催する。まず、株主総会の日程、場所、目的を、事前に新聞へ 3 週

間連続で掲載するとともに、全株主への通知を会議の 30 日以前に書留等で行っておく。なお、株

主総会では、発行株式総数の 3 分の 2 以上の株主の賛成投票が必要となる。更に、債権者につい

ては、清算日での債務想定額をまとめた上で、清算に対する同意書を得ておく。 
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清算日が到来すれば、会社の清算財務諸表を作成し、会計監査人の監査を受ける。また、これ

をもとに法人所得税の申告納付を行う。その上で、所轄の税務署から納税が完了した証拠となる

タックス・クリアランスが発行される。税務調査は原則として申告から 3 年間となっている。 

商業登記を管轄する SECは、このタックス・クリアランスが整わないと清算手続を開始しない。

このため、清算を決議してから 終的に清算が認められるまで数年かかることも頻繁にあるが、

この間、フィリピン法人はまだ存続している。事務的には地方自治体には事業所閉鎖の届出を出

しておき、看板は下ろす。税務署へはゼロ申告を続けることになる。SEC からの承認が下りて初

めて、株主への残余財産分配を行い、フィリピンからの撤退が完了する。 

 

 


