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ロシアにおけるロシア人の雇用

ロシア労働市場の傾向
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極東地方の平均賃金

月収 年収

会計主任 2,612.56 31,350.71

マーケティング部長 1,561.82 24,930.60

営業マネージャー 992.51 12,886.35

エンジニア（建設） 794.24 10,157.78

秘書 563.04 7,131.43

(US$換算値)

出所：EY一般産業におけるサラリー・サーベイ2016 の調査結果

換算レート: US$ 1 = RUB 67. 2
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地域間の賃金格差

ロシアの地方都市における所得水準はその地域の経済状況により、著しく異なる
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8%
7% 7.6% 7%**7.6% 8.3% 7.5%

7.3%

16.5%

7.2%

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

賃金と消費者物価指数の推移*

予測昇給率 実際の昇給率 消費者物価指数

*データは毎年4月時点で比較
**予測値

►2015年5月～2016年4月までのロシア統計局のインフレ率は 7.2%を記録、従業員の実
質賃金はわずかに上昇した。

►多くの企業では昇給にあたり従業員へ個別のアプローチを用いており、その平均昇給率
は8.5%と全体の昇給率よりも高い。

賃金水準の傾向
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従業員数の計画と離職率

21%

60%

19% 増員

現状維持

人員削減

2015年の離職率17%

2016年の予測離職率 13%

従業員数の計画の内訳 (%)

11%

-8%

予測される従業員数の増減
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195 160 140 136

経営陣 上級管理職 中間管理職 専門職 労働者

2015 2016

福利厚生の提供状況 (%)

► 2015年の調査では予想に反して多くの企業で大幅な変更は
見られなかった。

► 2016年は福利厚生を提供する企業の割合がわずかに減少、
主に社用車と生命保険でその傾向がみられる。

►福利厚生に関するコストの増減は、福利厚生の提供の減少
というより、対ドルの為替レートの変動に起因している。

95%

95%

82%

61%

54%

35%

19%

10%

96%

95%

75%

56%

53%

34%

17%

7%

携帯通話料補助

民間医療保険

社用車

生命保険

食事補助

スポーツ施設の利

用

年金プラン

住宅支援プログラ

ム

2015 2016

極東地方における従業員一人あたりの
年間での平均医療保険料 (USD)

従業員の福利厚生
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ロシアにおけるロシア人の雇用

雇用にかかわるロシアの税金
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社会保険料 (1)

► 雇用者（ロシア法人又は外国法人の支店・駐在員事務所）はロシア人従業員に
支払う給与の一定率を社会保険料として積み立てる義務あり

► 2017年1月1日より、税務署が社会保険料を管轄する

2017年

所得

755,000*
ルーブル以下

30%

876,000*
ルーブル以下

27.1%

876,000*
ルーブル超

15.1%

年金保険料** 22% 22% 10%

社会保険料 2.9% 0% 0%

医療保険料 5.1% 5.1% 5.1%

例：ロシア人従業員

年収が1,000,000ルーブルの場合
755,000 X 30% + (876,000-755,000) X 27.1% +

(1,000,000-876,000) X 15.1% = 278,015

*保険料の算出にあたっての所得分岐点、定期的に見直される
**職場環境の査定結果により、追加で年金保険料が課される場合あり

ロシア人従業員の場合
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► ウラジオストク自由港や優先的社会経済発展区域の居住者は社会保険料の積立て
が10年間、軽減される

2017年

所得

755,000*
ルーブル以下

7.6%

876,000*
ルーブル以下

6.1%

876,000*
ルーブル超

0.1%

年金保険料** 6% 6% 0%

社会保険料 1.5% 0% 0%

医療保険料 0.1% 0.1% 0.1%

例 ：ロシア人従業員（自由港の居住者）

年収が1,000,000ルーブルの場合
755,000 X 7.6% + (876,000-755,000) X 6.1% +

(1,000,000-876,000) X 0.1% = 65,637

*保険料の算出にあたっての所得分岐点、定期的に見直される
**職場環境の査定結果により、追加で年金保険料が課される場合あり

ロシア人従業員の場合

► 労働災害に対する社会保険ファンドへの掛け金

► 雇用者の業務リスクに応じて 0.2%～8.5%

社会保険料 (2)
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個人所得税
納税者

居住者

該当者: 暦年中* にロシアに183日以上

滞在している者

課税所得: 全世界所得

税率: 通常の所得13%、配当所得13%、
高金利の預金利息や低利子ローン35%

* 2007年より、任意の12ヵ月

► ロシア個人所得税法上の居住者は、全世界所得に課税される
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ロシアにおけるロシア人の雇用

ロシア労働法の基礎知識
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1.雇用関係書類

► ロシア労働法では、雇用者の権限をかなり制限しており、従業員に

幅広い権利を与えている

► 雇用関係

► 多数の雇用関連書類の作成・保管が必要

► 雇用契約書

► 就業規則

► 個人情報に関する規定

► 労働安全基準

► 様々な人事関連書類 (例: 労働手帳への記録、役職・賃金リスト、休暇申請
書、出張命令書 )
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► 支払い頻度

►給与は半月に1回以上、就業規則・労働協約、または雇用契約書により
定められた日に支給

►賃金の支払いは計算期間から15日以内

► 支払い通貨

►原則として、ルーブルで支給

►労働法では給与を外貨建てで設定することを明確には禁止していない
が、いくつかの理由により労働法違反とみなされる可能性がある

► 給与改定

►雇用者は社内規定で定められた手続きに基づき、インフレ率を加味した
給与指標を設定する必要がある

2.給与
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3.労働時間

►原則 (通常の労働時間制)
► １日8時間、週40時間

► 残業時間は連続した2日間で4時間、年間で120時間を上限

► 割増賃金は最初の2時間は通常の1.5倍、その後は2倍のレートで支払う

►不規則な労働時間制

► 通常の勤務時間外にも必要に応じて業務を依頼することができる

► 追加の補償は不要だが、有給を追加で3日以上与える必要あり

►休日出勤
► 原則として労働法で規定されている場合を除き、週末の労働は禁じられている
► 従業員の書面での合意が必要
► 2倍のレートで支払う、従業員の希望により代休と通常レートの支払いも可能
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4.年次有給休暇

► 原則

► 年間28日以上付与される (特定の地域では追加の有給付与）

► 「不規則な労働時間制」で勤務する場合、追加で3日以上の有給が付与される

► 有給休暇のうち1回は14日間連続で取得する必要あり

► 平均賃金で支払われる

► 有給休暇の未消化分の買取り

► 雇用期間中は有給休暇のうち28日を超える部分のみ買取りが可能

► 退職時には全ての未消化分の有給休暇の買取りが必要
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5.出張

► 出張中は「平均賃金」で支払われる

► 出張経費の支払い

► 旅費

► 宿泊費

► 日当

► 任意で設定可能

► 一定金額までは非課税

► ロシア国内出張は1日あたり 700ルーブルまで

► ロシア国外出張は1日あたり 2,500ルーブル まで

► 関連書類

► 出張命令書

► 経費報告書、証憑

► タイムシートへの出張期間の記録

適切な書類が揃っていない場合、法人税法上のリスクと従業員の個人所得税の
対象となるリスクが生じる
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6.病欠

手当 支給額上限
(2017年分)

雇用者
負担

社会保険基金
負担

疾病手当
(本人)

RUB 1,901-37
(1日あたり)

勤続年数5年以下--- 60%
勤続年数5～8年----- 80%
勤続年数8年以上----100%

3日目まで 4日目から

疾病手当
(家族)

基本的には上記と同じだが、状況次第 なし 全額

*支給額の上限の算出方法 = (RUB 718,000 + RUB 670,000) / 730 = RUB 1,901-37 (2017年)

► 疾病手当は、疾病証明書にもとづき、給与計算で支払う

► 雇用者負担 vs.社会保険基金負担

► 任意で追加の支給 (給与水準まで) も可能
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7.産休・育児休暇

手当 支給額上限

(2017年分)

雇用者

負担

社会保険基金

負担

(A)産休手当 140日間につき
RUB 266,191-80

なし 全額

(B)出産一時金 RUB 16,350-33 なし 全額

(C)育児休暇手当 (子供が1.5歳になるま
で)

月額 RUB 23,120-66 なし 全額

(D)育児休暇手当 (子供が3歳になるまで) 月額 RUB 50 全額 なし

産休 出産 1.5年後 3年後

140日

A C DB

産休
証明書

出産
証明書

► 産休は一般的に140日間、付与される

► 育児休暇中は子供が3歳になるまで、職業上の地位が保証される
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8.雇用契約の解消手続き

従業員のイニシアティブ

（退職）

雇用者のイニシアティブ

（解雇）

労使間の相互合意

特徴 従業員から雇用者へ

2週間前までに通知

労働法規定の事由でのみ可能

- 雇用契約や守秘義務の

重大な違反
- 人員削減* (2ヶ月前通知要)

- 企業の清算

- 従業員が勤務条件の変更に

合意しない場合

双方の合意に基づく

条件

雇用者に

とっての

長所

退職金の支払いは不要

（雇用契約書や就業規則に

規定ない限り）

従業員との交渉が不要 裁判で問題となる（雇用

契約の終了が無効とな

る）ケースは少ない

雇用者に

とっての

短所

後任者を探す時間が

足りない可能性あり

正当な事由と認められない解雇は

無効、従業員の職場復帰や

行政処分を受ける可能性あり

2～3ヶ月分の退職金

（*人員削減の場合には、

社内の他のポストを勧める必要）

従業員との交渉必要

（一般的に3～5ヶ月分

の退職金で交渉）
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9. 労働法のコンプライアンス違反に関する罰則規定

違反の種類

初回の違反への
罰則

違反が繰り返された場合の
罰則

経営層 法人 経営層 法人

労働法上の違反 1,000-5,000
ルーブル

30,000-50,000
ルーブル

10,000-20,000
ルーブル

または1-3年ま
での業務停止

50,000-70,000
ルーブル

雇用契約書や業務委託契約
の締結を怠った場合

10,000-20,000
ルーブル

50,000-100,000
ルーブル

1-3年までの
業務停止

100,000-200,000
ルーブル

職場環境の査定に関する

命令への違反や査定を

怠った場合

5,000-10,000
ルーブル

60,000-80,000
ルーブル

30,000-40,000
ルーブル、

または1-3年ま
での業務停止

100,000-200,000
ルーブル、

または 90日まで
の業務停止
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ロシアにおける日本人の雇用

日本人のロシアへ出張または駐在にあたっての移民法の問題
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日本人がロシアで働く場合の労働許可の種類

高度な専門性をもつ外国人（HQS） その他の外国人

特徴

§ 月収16万7,000ルーブル超
§ 外国人雇用枠の規制なし

§ ロシア語、ロシアの歴史およ
び法規制の知識不要

§ ロシアで有効な民間医療保険
への加入

§ 所得の基準なし

§ 事前に外国人雇用枠の承認が必要*
§ ロシアで有効な民間医療保険へ加入

§ アポスティーュ付卒業証明書が必要

§ ロシア語、ロシアの歴史、法規制の試験
あり

§ 7つの医療検査あり

有効期間 最長3年 最長1年

申請日数 14営業日 3-5ヶ月*

ビザ 最長3年の就労ビザ
最長1年、または日露査証簡素化協定によ
り最長3年の就労ビザ

*ウラジオストク自由港の居住者には恩典あり
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労働許可証が免除される外国人

§ ロシアの一時的居住者や永住者

§ 外交関係、領事館、国際機関で就労する者

§ ロシアで認証を受けているジャーナリスト

§ 難民やロシアへ一時的な避難が認められている個人

§ 学生

§ 外国企業（製造業、サプライヤー）の従業員が機器の据付や
指導、サービス、保証サービス、据付後の修理に従事する
場合

ü 技術支援ビザの取得が必要

ü 180日の間に90日までのロシア滞在の制限あり
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個人が携帯すべき入国管理書類

就労ビザ

労働許可証

滞在登録
イミグレーションカード

§ 外国人が就労目的でロシアに一
時的に滞在することを証明する
書類

§ 有効期間は労働許可証とパス
ポートの有効期限に連動

§ CIS国籍者は不要

§ 外国人がロシアで一時的に就労
することを証明する書類

§ 一般外国人は最長1年間、HQS
は最長3年間有効

§ 外国人のロシアでの一時
的滞在場所における登録
書類

§ 外国人がロシアへ到着後
に実施

§ 外国人の個人情報を含む、一時的なロシ
アの滞在を管理する目的でも使用される

§ ロシアに到着後に出入国審査官により、
または機中にて発行される、無料
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商用ビザ

§ 商用ビザは、商談、交渉、会議、セミナー、貿易や経済問題に関する会議や
ワークショップ、専門分野の習得や研修などの目的で使用される

§ ロシア国内のどこでも滞在可能

§ 180日の間に90日(連続もしくは合計)までのロシア滞在が可能

§ 日露査証簡素化協定により次の点が変更された

ü ロシア内務省が発行する招聘状は不要

ü マルチ・エントリービザの有効期限が従来の最長1年から3年に延長

3～10営業日

商用ビザ招聘状 マルチ・エントリービザ

最長1年まで

商用ビザ
約3週間

日本 (ロシア
領事館)

マルチ・エントリービザ

最長3年まで

通常

協定

ロシア

商用ビザ招聘状

ロシア

不要

企業の要請書
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ウラジオストク自由港における新ビザ制度

E-ビザ (2017年8月8日より施行)

主な特徴

§ 出入国地点はウラジオストク港とクネーヴィッチ空港の国境検問
所を通じてのみ

§ 渡航目的

ü商用

ü観光

üスポーツ、文化、科学技術関係

§ ロシア移民局からの招聘状や企業からの要請書は不要

§ On-lineで申請が可能
§ シングル・エントリービザ

§ 無料

有効期限 最長30日間

申請期間 4日間

滞在期間 最長8日間

ロシア外務省サイト: http://electronic-visa.kdmid.ru/index_en.html; https://evisa.kdmid.ru/en-US
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滞在登録の手続き:一般的なルール

いつまでに？

誰が行う？

抹消手続き

* HQS はロシアへ入国して90日を越えてから7 営業日以内

§ ホテル ! 外国人の宿泊客につき、チェック・インから
１営業日以内に登録

§ 大家
§ 雇用者

入管当局にて次の場合に自動的に抹消手続きがとられる
§ ロシアからの出国
§ ロシアの新しい滞在場所での登録 (ロシア国内の移動
の際)

• 7営業日以内*
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滞在登録の手続き (2):重要な変更点!

全ての外国人（HQSと帯同家族を含む）は、ロシアの次の都市への到着
から1日以内に滞在登録が必要

期間 滞在都市

2018年5月25日～ 7月25日

モスクワ

サンクトペテルブルグ

ソチ

カザン

カリーニングラード

ボルゴグラード

ロストフ・ナ・ドヌー

サマラ

サランスク

エカテリンブルグ

ニジニノブゴロド
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ロシア入国管理法上のコンプライアンス違反
への罰則規定 (1)

雇用者 外国人個人

滞在登録に関する違反

§ 400,000 – 500,000ルーブル § 2,000 - 4,000ルーブル

労働許可証なしで外国人を雇用した場合、不適切なビザで外国人を招聘、または外国人が
ロシアへ入国した場合 (別々の違反とみなされる)

§ 250,000 – 800,000ルーブル
§ 最長90日までの業務停止

§ 2,000 - 5,000ルーブル

雇用契約や業務委託契約の締結や解消について、当局への通知を怠った場合

§ 最大 800,000ルーブル
§ 14日～90日までの業務停止

-

HQSに関する四半期ごとの給与レポートの提出を怠った場合

§ 400,000 – 1,000,000ルーブル -
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ロシア入国管理法上のコンプライアンス違反
への罰則規定(2)*

雇用者 外国人個人

個人の書類 (労働許可証、イミグレーションカード、滞在登録など)の紛失や盗難について、
警察や移民局への通知を怠った場合

-
§ 5,000 - 7,000ルーブル
§ ロシアからの国外退去

過去のロシア滞在時に脱税や行政違反の罰金について不履行があった場合

-
§ 未納付金額の支払いが完了するまで、
ロシアへ入国禁止

ロシアで繰り返し行政違反があった場合 (3年間で2つ以上の行政違反)

- § ロシアへの入国禁止

*モスクワ市、サンクト・ペテルブルグ市、モスクワ州、レニングラード州での違反は、強制的
な国外退去を含むより厳しい罰則が適用される
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ロシアにおける日本人の雇用

駐在員へのロシアの税金
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► 日本人従業員の場合

► 高度な専門性をもつ外国人（HQS）の雇用には免除 (労災以外)

2017年

所得

755,000
ルーブル以下

23.8%

876,000
ルーブル以下

22%

876,000
ルーブル超

10%

年金保険料 22% 22% 10%

社会保険料 1.8% 0% 0%

医療保険料 0% 0% 0%

例１：日本人従業員

年収が1,000,000ルーブルの場合
755,000 X 23.8% + (876,000-755,000) X 22% +

(1,000,000-876,000) X 10% = 218,710

例２：日本人従業員 (HQS)
年収が2,000,000ルーブルの場合

0

► 労働災害に対する社会保険ファンドへの掛け金

► 雇用者の業務リスクに応じて 0.2%～8.5%

社会保険料
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個人所得税 (1)
納税者

非居住者

該当者: 暦年中* にロシアに183日未満

滞在している者

課税所得: ロシア源泉所得**

税率: すべての課税所得に対して30%***

（ロシア企業から受け取る配当15%）

居住者

該当者: 暦年中* にロシアに183日以上

滞在している者

課税所得: 全世界所得

税率: 通常の所得13%、配当所得13%、
高金利の預金利息や低利子ローン35%

* 2007年より、任意の12ヵ月

** 海外支給分を含むロシアでの労働に対する対価

*** 非居住者であっても連邦法115-FZ に規定される「高度な専門性をもつ外国人（HQS）」は、一定の所得へ13%の税

率が適用される
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個人所得税 (2)
納税方法

納税手続き

ロシア赴任
2016年10月～2018年3月

2016年確定申告

4/30/2017 4/30/2018

非居住者 居住者 非居住者

2017 20182016

給与の支払法人 原則的な税務処理方法

支払法人： ロシア法人

駐在員事務所・支店

源泉徴収

支払い時に源泉徴収で納税

支払法人： 日本法人

確定申告

個人が翌年4月30日までに申告、7月15日までに納税を行う

出国年は出国の1ヶ月前までに申告、

申告書を提出して15日以内に納税を行う

7/15/2017

日本ロシア滞在

7/15/2018

出国の1ヶ月前

申告書提出から15日以内 2017年確定申告

納税手続き
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個人所得税 (3)
所得税を取り巻く環境の変化

► 「共通報告基準」とは、各国の金融機関における口座情報を自動的に交換するためのグ
ローバル基準を作成する目的で策定される。共通基準では、加盟国の金融機関から情報
を収集し、その情報を他国と年に一度、自動交換する。

► ロシアと日本の金融機関は 2017年1月1日より、顧客がどこの国の税法上の居住者かの確認を
開始し、年に一度、口座情報を交換の目的で国税庁に報告する

► ロシアと日本における税務署間の初回の情報交換は2018年に行われる予定

► 対象は、氏名・住所・納税者番号・利子や配当の情報を含む口座残高の情報

► 「共通報告基準」の導入により、日本の税法上の「非居住者」の所得情報につき、その
個人が税法上の居住者となる国の外国税務署は容易かつタイムリーに把握することがで
きるようになる。
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日本におけるロシア人の雇用
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ロシア人を日本で雇用する場合の留意点 (1)

► 日本で就労するための手続き

► ロシア側での雇用形態の検討

► 労働法、法人税法、個人所得税法、社会保険、為替管理法、入管法など様々
な観点からの検討が必要

► 実際に見られるストラクチャー

► ロシアでの雇用契約の解消

► 無給休暇

► 出張

► 勤務地の変更

► その他



Page 40

ロシア人を日本で雇用する場合の留意点 (2)

ロシア当局への様々な報告義務

1. ロシア個人所得税上の留意点

► ロシア確定申告の必要性 （例：源泉徴収が正しい税率で行われていない場合、外国税額控
除の申請を行う場合）

► 様々な税務上の留意点 （例：所得控除の適用は居住者の年のみ）

2. ロシア為替管理法上の留意点

► 日本での銀行口座の開設や解約について、1ヶ月以内にロシア税務署へ通知

► 為替管理法上の居住者はロシア税務署へ翌年6月1日までにキャッシュフローレポートを提
出

3. ロシア入国管理法上の留意点

► 日本において重国籍を取得、もしくは居住許可証や永住許可証を取得した場合、60日以内
にロシア移民局へ通知
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Our team: EY Russia

Thank you!

Ekaterina Matveeva

Senior Manager

People Advisory Services

Tel: +7 (495) 664 7898

E-mail: Ekaterina.Matveeva@ru.ey.com

Natalia Beliakova

Senior Manager

People Advisory Services

Tel: +7 (495) 228 3676

Email: Natalia.Beliakova@ru.ey.com

Sergei Makeev

Partner

People Advisory Services

Tel: +7 (495) 755 9707

Email: Sergei.Makeev@ru.ey.com

Sergey Vasin

Manager

People Advisory Services

Tel: +7 (495) 755 9700, x.4023

Email: Sergey.Vasin@ru.ey.com



EYの海外における
日本企業支援体制

ロシア

2017年 8月
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► ロシアを含むCIS諸国9カ国に20の支店に約4,500名のプロフェッショナルがおります。

► EY ロシアは、ロシアで最大手の国際的会計事務所であり、監査、税務、法務、経理
代行、リスクマネジメント、デユーデリジェンス、資産評価、ヒューマンキャピタル、 不

動産等という幅広いサービスを提供しております。

► ロシア国内では、モスクワをはじめ、サンクトペテルブルグ、トリヤッチ、カザン、

クラスノダール、エカテリンブルグ、ノボシビルスク、極東はウラジオストク、サハリン
までロシア全土への進出をサポートできるよう主要都市に事務所を設立し、主要日

系企業の過半数にサービスを提供中。

EYロシアの概要

EY CISの人員
(2017年1月31日現在)

国 人数

ロシア 3,375

ウクライナ 394

ベラルーシ 269

アゼルバイジャン 178

アルメニア 59

グルジア 124

カザフスタン 517

ウズベキスタン 27

キルギス 4

ロシアの会計コンサルテ ィン グ会社のランキング (2016年)

位 グループ名 売上 （単位:千ルーブル） 平均人数

1 EY 16,764,057 3,059

2 PWC 12,906,704 2,439

3 KPMG 11,302,502 2,597

4 Deloitte & Touche 7,931,155 2,204

Source: Expert RA Rating Agency http://raexpert.ru/
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EYロシアの特長

► EYロシアは、Foreign Investment Advisory Council（FIAC)をロシア首相と共同議長を務め、 外
資のロシア投資環境改善策をロシア政府と定期的に協議しています。そのほか、American
Chamber of Commerceの税務委員会の議長やAssociation of European Businesses の入国管
理法委員会の議長を勤め、高度の専門性を有する外国人の法令など各種法令の作成にも関与。ま
たジャパン・クラブ（日本商工会）の総務部会のアドバイザーとして、日系企業の労務問題や労働許
可の問題を検討する作業部会に寄与しています。

► 業種別サービスについて、機械産業、金融、鉱業・金属、自動車産業、石油・ガス、テクノロジー、
テレコム、消費財・小売、パブリックセクター、不動産・建設・ホスピタリティ、プライベート・エクイティ、
ヘルスケア、メディア・エンターテイメント、ライフサイエンスの各業界に固有な会計・税務・法務の
知識を有する専門家を置いています。

► JBS（ジャパン・デスク）は、日本人2名がモスクワに常駐しており、過去16年にわたりロシア投資セミ
ナーの開催や、ロシアの投資環境、税制、会計、法制の概要を説明した｢Doing Business in
Russian Federation」を日本語にて出版しています。

► 日系クライアントとEYプロフェッショナルのサービスとのコミュニケーションを日本語でサポートする等、
日系クライアンむけによりきめ細やかなサービスを提供しています。

► 日本人の個人所得税の申告や労働許可の取得代行手続きは、日本人専門家が日本語で提供して
います。
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出版物

► Doing Business in Russia （日本語版、2016年）

► ロシア税率一覧2017 （日本語、2017年1月）

ニュースレター

► Tax Brief (毎月、ロシア法人税の改正や判例に関するニュース)
http://www.ey.com/ru/en/services/tax/keep-on-top-of-the-local-news

► Legal Alert （毎月、ロシア法令の改正に関するニュース）
http://www.ey.com/ru/en/services/tax/law/ey-law-cis---news---views#tabs-4

► People Advisory Services Alert （毎月、ロシア労働法、労働許可などの移民法に関するニュース）

http://www.ey.com/RU/en/Services/Tax/Keep-on-top-of-the-local-news#human-alerts

EYロシアが発信する情報

2015～2016年日系企業向け主なセミナー

► ロシア投資セミナー：不動産とインフラ建設に焦点をあてて （2015年7月 於東京）

► ロシア不動産市場につて （2015年10月 於東京）

► EYロシア雇用・労務セミナー （2015年11月 於モスクワ）

► EYロシア税制セミナー （2016年2月 於モスクワ）

► ロシア税制の勉強会：VATについて （2016年4月 於モスクワ）

► 最近赴任された方の為のロシア労働法の基礎 （2016年6月 於モスクワ）

► ロシア投資セミナー：プロジェクトの実現にあたり検討すべきロシアの税制と法制 （2016年10月
於東京）

► EYロシア雇用・労務セミナー （2016年11月 於モスクワ）

► 最近赴任された方の為のロシア税制と労働法の基礎 （2017年6月 於モスクワ）
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日本における連絡先

新日本有限責任監査法人 札幌事務所

EY CISは、20箇所に約4500名のプロフェッショナルを配置しておりますが、特に日系企業の担当となるプロフェッショナルを各サー

ビス・ラインにも置くことで、日系クライアントへのサービス向上に努めております。さらに日系クライアントのニーズにきめ細やかに
対応できるよう、ジャパン・デスクを設置。モスクワのジャパン・デスクには日本人2名、日本語のできるロシア人1名が日本語対応を
サポートしております。日本では新日本監査法人のクライアント・サービス本部にJBSを置き日本法人のご本社あてロシアの投資環

境をご案内可能です。

Alexey Erokhin

Head of EY Vladivostok office

+7 +7 (914) 727-1174

Alexey.Erokhin@ru.ey.com

EYロシアジャパン・デスク

JBS日本人担当者のネットワーク

Takeshi Shibamoto
柴本 岳志
Partner, Audit services

Tel:  011 221 1118

Takeshi.Shibamoto@jp.ey.com

Akinori Matsuda
松田 晃典

Manager, Audit services

Tel:  080 6752 6955

Akinori.Matsuda@jp.ey.com

EYロシアウラジオストク事務所

Yuko Matsumoto Fite

松本裕子
Director, Tax Department

Tel:  +7 (495) 755 9759

Yuko.Fite@ru.ey.com

Wakako Shinjo

新庄和歌子
Senior, People Advisory Service

+7 (495) 755 9700 x 4004

Wakako.Shinjo@ru.ey.com

Lola Inogamdjanova

ローラ
Japan Desk Administrator

+7 (495) 755 9700 x4053

Lolakhon.Inogamdjanova@ru.ey.com
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EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

About EY

EY is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services. The
insights and quality services we deliver help build trust and confidence in the capital
markets and in economies the world over. We develop outstanding leaders who
build teams to deliver on our promises to all of our stakeholders. In so doing, we
play a critical role in building a better working world for our people, for our clients
and for our communities.
EY works together with companies across the CIS and assists them in realizing their
business goals. More than 4,500 professionals work at 20 CIS offices (in Moscow,
St. Petersburg, Novosibirsk, Ekaterinburg, Kazan, Krasnodar, Togliatti, Vladivostok,
Yuzhno-Sakhalinsk, Rostov-on-Don, Almaty, Astana, Atyrau, Bishkek, Baku, Kyiv,
Tashkent, Tbilisi, Yerevan, and Minsk).
EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the member
firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal entity.
Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee, does not
provide services to clients. For more information about our organization, please visit
ey.com.

© Ernst & Young (CIS) B.V. 2017
All Rights Reserved.

This material has been prepared for general informational purposes only and is not
intended to be relied upon as accounting, tax, or other professional advice. Please
refer to your advisors for specific advice.


