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このたび「 ベ ル ギ ー 進 出日系 企 業 の 状 況 」
2012 年版出版にあたり、快く事例をご提供い
ただいた企業の方々に、厚くお礼申し上げま
す。またベルギー連邦経済 省投資誘致 局お
よび各地方投資誘致機関からご支援を賜りま
したこと、お礼申し上げます。さらに、企画、
編集に携わった BJA 投資委員会メンバーや事
務局の労苦なくして本書は実現できなかった
ことを付記したいと思います。
皆様の絶大なるお力添えのおかげで、本書の
出版に至りました。心よりお礼申し上げます。

We would like to express our gratitude to all the
companies that have contributed to this publication, We also would like to thank the Federal
Public Service Economy – Service for Foreign Investments, and the investment agencies of the
Regions for their generous financial support in
making this book a reality. We would like to note
with gratitude that, without the dedication of
the members of the Investment Committee and
the BJA Office as well as the support of many organisations and individuals, this book could not
have been realised.
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エリオ・ディ・ルポ 首 相 のご挨 拶
ようこそ、ベルギーへ！
何よりもまず、ベルギー国民から日本国民
の皆様へ、深い連帯の気持ちを表明したい
と思います。私自身を含め、我々ベルギー
国民は、2011 年 3 月に、日本をおそった東
日本大震災の被害に強い衝撃を受けました。
それと同時に、このような大災害に直面し
ながらも、日本の皆様の、大いなる勇敢さ
を知らされ、非常に胸を打たれました。今日、
日本では、復興が進んでおり、新たな未来
へ向かっております。一日も早い復興をお
祈りしております。また、両国間の経済、外
交、文化における良好な関係を通じて、我
が国が、微力ながらも、復興のお役に立て
ることを悦ばしく思います。
ベルギーは、ラテン、ゲルマン、アングロサ
クソン文化の交差点として、当然のごとく、
交易へと扉を開けてきました。ある国際的
調査によれば、ベルギーは、世界で最も国
際化された国であると言われています。ま
た、首都ブリュッセルには、ワシントンに続
き、世界で最も多くの国際機関が集まって

や OECD などの国際的な調査報告書で、世
界でトップクラスの国として繰り返し認めら
れています。
これまで何十年にも渡りベルギーに投資し
てきた多くの日系企業は、ベルギーへ投資
を決断して良かったと考えています。その
理由としては、事業活動の発展に理想的な
環境をベルギーが提供していること、また、
プロフェッショナルな投資受け入れ体制を整
えていることを高く評価しているところにあ
ります。政府機関は、日系企業の手続きを
支援するよう配慮しており、行政手続きの
簡素化、負担の軽減を図るべく、尽力して
おります。ベルギーに投資をする、というこ
とは、安定していると同時に、信頼がおけ、
かつ刺激的な事業環境に投資することを意
味します。

他の先進国同様に、ベルギーもまた、昨今
の経済危機にさいなまれました。しかしな
がら、我々の健 全な経 済基 礎のおかげ で、
欧州の他の国のような劇的な状況を避ける
ことができました。公的債務削減に関する
います。EU や NATO の機関が置かれ、世界 EU におけるコミットメントを守りながら、経
のディシジョン・メーカーが行き交い、政治、 済危機を過去のものとして、我々もまた再
経済分野から、科学分野に至るまで、有益 び前進を始めようとしております。我が国の
な協力関係が結ばれるところが、ここベル 中・長 期的な先行きの見通しはよく、西欧
諸国の中で、最も見通しの明るい国のひと
ギーです。
つであるといえましょう。

ベルギーは、すぐれた教育で育まれた上質
の労働力、事業活動の発展に大変有利な法
制、質の高い生活、空港・港湾・高速道路網・
通信に代表される、第一流のインフラを外
国投資企業に提供しています。また、ベル
ギーはたいへん「接続」された国です。例
えば、99％の家庭はケーブル・テレビに接続
し、70％の家庭は高速ネットワークに接続し
ています。また、ベルギー国土の 90％は第
三世代の移動体通信網でカバーされていま
す。ベルギーの労働生産性については、ILO

私が光栄にも首班を務めさせていただいて
いるベルギー政府は、ベルギーの社会モデ
ルを守り、経済を活性化させるために、雇
用と年金の抜本的な改革策を講じています。
さらに、非常に大きな制度改革に取り組も
うとしています。ベルギーは大きく変化しま
す。 将来、三地域政府の財政と権限は拡大
し、それぞれの地域が経済政策を実施でき
るようになるでしょう。フランドル、ワロン、
ブリュッセルの三地域政府は、外国企業の
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投資受け入れに最大限の努力をすることを決
意しています。我々のパートナーである日系
企業の方々は、どの地域に投資する場合にお
いても、投資や事業展開のあらゆる段階にお
いて、耳を傾け、的確な支援をするプロ意識
に出会うことでしょう。
ベルギーの首相として、日本および日本の政
界や経済界の代表者と、最も高いレベルで関
係を結べることを、たいへん悦ばしく思いま
す。ベルギーと日本の両国は、長い友好関係
を共有するだけでなく、開かれた世界へ関心
をもち、すべての人々を尊重した取り決めを
結び、あらゆる分野で最も優れたことを追究
しようという姿勢も共有しています。我々の
言葉や文化が異なるにもかかわらず、我々は
たやすくお互いを理解しあうことができ、か
つ我々は調和のとれた発展を求めています。
私自身の心情を明かすなら、任期中、我々の
優れた友好関係を一層はぐくみたいと切望し
ております。ベルギーで、我々の友人である
日本人が、あたかも日本にいるかのように快
適に過ごせるように配慮いたします。ようこ
そ、ベルギーへいらっしゃいました。欧州の
中心に位置し、あらゆる文化の交流点である
ベルギー、このベルギーへの進出のために、
ベルギーの支援機関を最大限にご活用いた
だきたいと願います。
エリオ・ディ・ルポ
ベルギー首相
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First of all, please allow me, on behalf of the
people of Belgium, to express our deeply felt
solidarity with the people of Japan. We were
extremely shocked by the disaster that struck
Japan in March 2011. We were also deeply
moved to see how courageously the Japanese
faced up to this awful tragedy. Japan is now in
the process of rebuilding, turning once again
towards the future. I wish the people of Japan
every success in this respect and I am delighted that my country is able to make a modest
contribution to this recovery on the basis of
our excellent economic, diplomatic and cultural relations.
Located at the crossroads of Latin, Germanic
and Anglo-Saxon cultures, Belgium naturally
adopts an open-minded approach to trade.
An international survey ranked the country
as the most globalised in the world. Brussels
was also ranked as the second institutional
capital city after Washington. Home to the
European institutions and NATO, Belgium is
a meeting place for decision-makers from all

Foreign investors look to Belgium for the quality of its workforce, trained and educated in
the finest places of learning, legislation that
is favourable to business development, a
high standard of living and high quality infrastructure in terms of airports, seaports,
road networks and telecommunications. In
this respect, our country is very well “connected”: 99% of homes have cable television,
70% have a broadband connection, while
90% of the territory is covered by 3G mobile
networks. In terms of output, a series of international reports by the likes of the ILO and
the OECD have once again acknowledged that
Belgium has one of the highest levels of employee productivity.
The numerous Japanese companies located
in Belgium, some for several decades, have
always been pleased with their choice. The
country offers them an ideal environment for
developing their activities and they welcome
the professional support they receive. The
public authorities are prepared to help them
in their administrative procedures, while
doing their best to simplify or ease the administrative burdens they face. Investing in
Belgium has meant investing in a stable business environment that is both reliable and
stimulating.
In common with all industrialised countries,
Belgium has suffered from the financial crisis
but our sound economic fundamentals have
enabled us to avoid the serious problems experienced by some of our European partners.
By respecting our commitments to Europe to
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reduce the public deficit, we are now leaving
the financial crisis behind and are also turning
towards the future. The medium and long-term
prospects are good, certainly among the best
in western countries.
The Government I have the honour to lead
is implementing profound employment and
pension-related reforms in order to safeguard
our social model while revitalising our economy. It has also embarked upon a programme
of large-scale institutional reforms. Belgium
will change profoundly. The country’s three
Regions will have more resources and powers
in the future, notably in managing their own
economic policies. The regional authorities
in Flanders, Wallonia and Brussels are determined to offer foreign investors the best support possible. Our Japanese partners can count
on finding the same professional approach,
the highest possible attentiveness and highly
practical support during all stages of their installation and development.
In my capacity as Prime Minster, I am delighted
to be able to establish high-level contacts with
Japan, its political leaders and its economic
representatives. Not only does our friendship
go back a long way but our two countries also
share a concern to be open to the world, to seal
agreements that respect all parties, and to
seek excellence in all areas. In spite of our different languages and cultures, we understand
each other well and we aim for harmonious
progress. I am therefore enthusiastically looking forward to building upon our excellent relationship during my term of office and to ensuring that our Japanese friends feel just at home
in Belgium as they do in their own country. I bid
you welcome and ask that you do not hesitate
to call on the Belgian institutions for the help

that you need in settling in our country, at the
heart of Europe and at the intersection of all
cultures!
Elio Di Rupo
Prime Minister of Belgium

8

横 田 淳 在 ベルギ ー 特 命 全 権 大 使のご挨 拶
冒頭、昨年 3 月１１日に発生した東日本大震
災に際し、BJA から被 災者支援のための義
援金をはじめ多大な支援を頂いたことに対
し、改めて厚くお礼申し上げます。この震災
は、貴い人命の損失は言うに及ばず、物的
損害をとっても我が国 GDP の 3 〜 5% にも
のぼると推測される程の規模であり、加え
て福島第一原子力発電所の事故への対処と
いう極めて困難な課題を我が国に課してい
ます。震災から約一年経ち、復興も着実に
進み原子力発電所の事故も行程表に従った
着実な取組がなされています。日本政府は、
復興にあたり諸外国の活力をも取り込んだ
「開かれた復興」を掲げていますので、是非
ベルギー企業にも関心を示して頂きたいと
思います。

出を検討される日本企業にとって、ベルギー
の状況を理解する上での良き情報源として
活用されることを願っております。一般にベ
ルギーの投資先としての魅力としては、先
に述べた地理的優位性や優秀な労働力、積
極的な企業誘致政策が挙げられますが、よ
り具体的な魅力を知る上では、この本に書
かれた実際に進出している日系企業の生き
た先例ほど参考になるものは無いと確信し
ております。

また、2012 年は、７年ぶりにフィリップ皇太
子殿下が経済ミッションを率いて日本を御訪
問されます。このミッションが日本における
ベルギーのプレゼンスを高め、日本とベル
ギーの経済関係の一層の発展をもたらすこ
とを強く希望します。このミッションの機会
さて、この度は、2000 年に初めて「ベルギー に合わせて出版されるこの冊子が、日本企
進出日系企業の状況」が作成されて以来、 業に対してベルギーの魅力を様々な角度か
3 回目となる 2012 年版が作成されることと ら伝え、新しい分野にも日系企業が進出す
なり、心よりお慶び申し上げます。
ることで経済関係の幅の広がりをもたらす
契機となることを大いに期待しております。
日本とベルギーは、両国の皇室と王室の関
係を始めとして非常に良好な関係を有して 政 府レベルでは、企 業 活 動に資するよう、
いますが、この本が出版されることは、経 これまでベルギーとの間で租税条約や社会
済面において BJA の活動が非常に活発であ 保障協定を締結してきていますが、両国間
り、両国間の経済関係が、困難な世界経済 の経済関係の深化のために、引き続き努力
状況下においても堅調に推移していること する所存です。
の反映と言えます。ベルギーは、欧州連合
の関係機関が所在する欧州の窓口としての
重要性、欧州の中心にあるという地理的優
位性から、欧州統括機能を有する日系企業
も多く進出しており、これら企業を始めベ
ルギー進出の日系企業は現在 265 企業にも
上ります。
昨今、欧州を揺るがしている経済危機は克
服すべき大きな課題ですが、とりわけ円高
ユーロ安は、日本企業にとって欧州への投
資を 活 発 化させる良い 機 会かと存じます。
その意味では、この本が今後のベルギー進

最後に、この本の出版に関わられた関係者
の皆様の御尽力に対し、心より敬意を表す
るとともに、BJA の益々の御発展をお祈り申
し上げます。
在ベルギー特命全権大使

横田

淳

F orewor d By he ambassa d or yokota
other nations, I would very much like to invite
Belgian companies to show interest in it.
Having said this, I would like to congratulate
the BJA for the publication of the 2012 version
of “The Experience of Japanese Companies in
Belgium” which marks its third edition since it
was first published in the year 2000.

First of all, I would like to reiterate my sincere
gratitude to the BJA for the tremendous support, including donations, it has given to the
victims of the Great East Japan Earthquake that
devastated Japan on March 11, 2011. In addition to the loss of so many valuable lives, the
earthquake was of a magnitude which caused
material damage estimated at 3 to 5 percent
of the gross domestic product of Japan. Together with the accident at Fukushima Daiichi
Nuclear Power Station, this catastrophe poses
an extremely serious challenge to my country. Now, after more than one year since the
disaster, reconstruction is steadfastly moving
ahead and the nuclear accident is being dealt
with in accordance with the “Roadmap towards
Restoration from the Accident at Fukushima
Daiichi Nuclear Power Station, TEPCO”. As the
Government of Japan has decided to promote
an “open reconstruction”, which means a reconstruction taking advantage of the vitality of

Japan and Belgium enjoy an excellent relationship starting from the very cordial relationship
between the Imperial and Royal families. The
publication of this book reflects the fact that
in the economic domain as well, thanks to the
dynamism of the BJA, the bilateral relationship is solidly developing even in times of
worldwide economic difficulties. Belgium is
not only advantageously located at the heart
of Europe, but, being the seat of the European
Union, is also important as the gateway to Europe. For these reasons, many Japanese companies have chosen to locate their European
headquarters function here, bringing the total
number of Japanese companies established in
Belgium to 265 today.
It goes without saying that the economic crisis that is shaking Europe nowadays is a big
challenge that we need to overcome. I believe,
however, that the current appreciation of the
Japanese Yen against the Euro presents a good
opportunity for Japanese companies to invest in Europe. In this regard, I sincerely hope
that this book will serve as a valuable source
of information about the local conditions for
Japanese companies that are looking for investment opportunities in Belgium. We hear
generally that Belgium’s attractiveness as an
investment destination is due to its strategic
location in Europe as mentioned earlier, to its
highly qualified labor force and to its policy
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of incentives for foreign companies to invest
here. But, in order to assess the attractiveness with more precision, I am convinced that
there is no better way than to learn from the
actual experiences of the Japanese companies that have established themselves in Belgium through this book.
In June 2012, His Royal Highness Prince
Philippe will lead an economic mission to
Japan 7 years after His last mission there. I
strongly hope that this mission will raise Belgium’s presence in Japan and bring further development to the economic relationship between our two countries. In addition, I highly
expect that, thanks to this book, Japanese
companies will discover Belgium from diverse
angles and our economic ties will be widened
through the arrival in Belgium of Japanese
companies in new areas.
As far as the Japanese Government is concerned, we have concluded in the past, a convention on the avoidance of double taxation
and an agreement on social security with Belgium so as to facilitate the activities of both
Japanese and Belgian companies. We will
continue to make every effort in order to further deepen the two countries’ economic ties.
Finally, I would like to express my sincere appreciation to all those who have contributed
to the publication of this book and wish the
BJA continued success.
Ambassador of Japan to Belgium
Jun Yokota

ベルギ ー の 紹 介
ベルギーは 1831 年に誕生したヨーロッパの中
では比較的新しい国ですが、現在のベルギー
を構成している都市や地方は非常に長い歴史
を持っています。ベルギーは第六代国王であ
るアルベール 2 世が君臨する王国です。
今日、ベルギーは、ブリュッセル、フランダー
ス、ワロンの三つの地域と、フランス語、オ
ランダ語、ドイツ語を使用する三つ共同体か
ら成る連邦制をとっています。外国企業の投
資に関する政策は、地域政府の権限に属して
おり、三地域政府は共通して外国投資家を歓
迎し、優遇しています。しかしながら、以下
のページで明らかになるように、三地域はそ
れぞれ特徴を持っています。
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政治面から見るとベルギーは、EU 閣僚理事
会、欧州委員会、NATO（北大西洋条約機構）
などの国際機関が置かれている、重要な戦略
地点でもあります。
ベルギーはヨーロッパの中央に位置している
ことから、各地の取り引きに格好であり、世
界でももっとも活発な経 済活動の中心 地と
なっています。

ベルギーのもう一つの重要な特徴は多文化社
会にあると言えます。南のラテン文化、北の
ゲルマン文化がベルギーで交わっています。
ベルギー北部のフランダース地域ではオラン
ダ語を話し、南部のワロニア地域にはフラン
ス語人口、および少数のドイツ語使用人口が
ベルギーの国土は 3 万 527 平方 km あり、ほ あり、ブリュッセル首都圏は、二か国語併用
ぼ日本の関東平野に匹敵します。そして、
商業、 地域となっています。このため、ベルギーは
工業上非常に恵まれた位置にあります。すな ヨーロッパのユニークなテスト市場になって
わち、フランス、ルクセンブルグ、オランダ、 います。
ドイツと国境を接し、イギリスとは海峡を隔て
た隣国であり、さらに 4 億万人余の豊かな消 ベルギーは国際的で、高い生産性に支えられ
費人口を抱える市場の中央にあります。ベル た、世界をリードする輸出国であり、ヨーロッ
ギーの首都ブリュッセルからヨーロッパの主要 パ貿易の重要拠点です。最後に忘れてはなら
都市までは 2 時間以内で飛ぶことができます。 ないのはベルギーが誇る生活の質です。ベル
ギーでのハイレベルな暮らしは、多くの外国
ベルギーは地理的好条件に恵まれているだけ 人赴任者に好評を得ています。
ではありません。
• 照明設備の整った無料高速道路網が全長
1,631km に及んでいます。
• 国際特急列車が隣国に直結しています。
( パリ :1 時間 25 分、ロンドン :2 時間 45 分 )
• ザベンテムにあるブリュッセル国際空港は、
EU で最も航空貨物ハンドリングの速い流通
センター、貨物取扱センターとして知られ
ています。さらに地方空港もあります。
• 欧州第二の海港アントワープや、ゼーブ
リュージュ、ゲント、オステンドの海港は、
世界各地との貨物輸送の要となっています。
• これらの海港は内陸運河を通じて、ヨーロッ
パの内水路網に連絡しています。
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belgium
Belgium is a relatively new country by European standards, founded in 1831. However,
the cities and regions that make up what is
now called Belgium have a very long history.
Belgium is a kingdom, with Albert II as the 6th
King of Belgium.
In tandem with the Europeanisation process,
Belgium too has evolved into a regional system. Today, Belgium is a federal state with
three Regions, Brussels, Flanders and Wallonia, which are responsible for the management of their own particular territory, and
three Communities, the French, Dutch and
German speaking population. Foreign investment, for instance, belongs to the Regions’
economic policy. The three Regions share a
common desire to welcome and facilitate the
entry of overseas investors. However, each of
them has distinct attractions to emphasise, as
will become apparent in the following pages.
With the territory of 30,527 km2, Belgium is
approximately the size of the Japan’s Kanto
Plain. But it could hardly be better situated
commercially or industrially. Bordered with
France, the Grand Duchy of Luxembourg, the
Netherlands and Germany, with Great Britain
across just a few miles of water, Belgium lies
at the heart of a market of more than 400 million affluent consumers. All major European
cities are within 2 hours flight of Brussels,
Belgium’s capital city.
The central location of Belgium, the attractiveness of which has been enhanced by:
• its excellent highway system (more than
1,631km), lit and toll-free;
• its dense railway network providing direct
connections to the railroads of neighbouring countries. (Paris just 1h25min. away from

Brussels, and London 2h45min.);
• its airports, with Brussels International
Airport at Zaventem, the fastest aircargo
handling and distribution centre in the EU,
and a few regional airports;
• its seaports, Antwerp being Europe’s second largest seaport, and Zeebrugge, Ghent
and Ostend are the other three, which re
ceive and dispatch seaborne freight bound
for world-wide destinations; and
• inland waterways that link these seaports
with the main European inland waterways.
From a political point of view Belgium is also strategically located by hosting the EU Council, the
European Commission, NATO and several other
international organisations and institutions.
Belgium’s location at the heart of Europe
makes it the best position to reach the largest
number of customers and make it one of the
most dynamic economic powers in the world.
What makes Belgium so unique is its multicultural society. Belgium lies at the crossroad of
two cultures, namely the Latin culture in the
South and the Germanic culture in the North
and East. Flanders is the northern part of Belgium, Dutch speaking, Wallonia is Belgium’s
southern part, French speaking with a small
German speaking part, and Brussels Capital
Region, being bilingual. This makes Belgium
a unique test market in Europe.
Belgium is a very internationalised country
and leading the world in per capita exports,
supported by a committed labour force reputed for high productivity. This makes Belgium
a stronghold for European trade. And last but
not least, Belgium is known for its excellent
quality of life, appreciated by so many international executives.

ブリュッセル首 都 圏 地 域 の 紹 介
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ブリュッセ ル首 都 圏 地 域 ‐ 存 在 感 増 す 拡
大 欧 州 の 縮 図とされる「 欧 州 の首 都 」

数 は およそ 54,000 社、 そ の 生 産 の 50% 以
上が輸出向けです。企業の大半が中小企業で
構成され、その多くが輸出指向型企業で、多
• 欧州の政治的首都
様な業種業態、高品質とそのノウハウをモッ
• 経済・ビジネスの意思決定中枢拠点
トーとする優秀な企業が多く、事実、経済活
• 域内主要市場への迅速なアクセス
動も極めて重要です。首都圏地域の GDP は
• 質の高い国際性豊かな人材
ベル ギ ー 全 体 の 20％ を占め、国 内 雇 用の
• 競争力ある不動産コスト
17％を創出しています。域内の事業所数はお
よそ 54,000 社、その生産の 75％以上が輸出
欧州連合の主要機関や数多くの国際機関の欧 向けであります。企業の大半が中小企業 で構
州本部を擁する ブリュッセル首都圏は、欧州の 成され、その多くが輸出指向型企業で、業種
政治・外交の中枢拠点として 役割ばかりでなく、 業態は多様性を反映し、高品質とそのノウハ
域内経済・ビジネスの意思決定中枢機能を 司る ウをモットーとする優秀な企業が多く、事実、
別の顔を持ちます。
多様性 とその 創造性 の点で域内企業の
評価は高といえます。
更には、欧州経済圏の中心にあり、こうした
立地条件から生まれる近隣諸国・主要マーケッ 中小企業の主な業種は、歴史に培われた運
トへの迅速なアクセスが可能であり、地理的 輸、建設、食品及び消費財を中心とする 産
比較優位の存在が特筆されます。また、拡大 業部門が存在する一方、デザイン、ファッショ
の途にある欧州連合大市場への 玄関口として ン、IT 視聴覚・マルティメヂア、科学・研究開
格好の地理的条件を備え、また、欧州全体の 発、環境技術、科学・健康（医薬品）、金融・
購買力の およそ 75％がブリュッセルを中心と コンサルティングサービス 等々のセクターも
する半径 300 マイル圏内に存在します。
同じく競争力あり、首都圏の主要産業基盤の
骨格を成しています。
近年、域内の政治的・経済的意思決定中枢機
能を果たす都市機能の拡大が 高く評価され、 高い教育を受けた多言語を操る労働力、欧州
その存在感を増す欧州の首都ブリュッセルに 主要都市の中では屈指のオフィス・スペース
拠点を構える政府 機関や多国籍企業は増加 の安さ、更に受容可能な生活コスト等々、汎
傾向にあります。事実、企業や域内市民生活 欧州的レベルのビジネスを 目指す人々がその
に 直接影響を及ぼす重要決定事項の約 70％ 日常生活を送る場としてもブリュッセルは格
がここブリュッセルから発信され ています。ま
さに、業務活動の更なる国際化を視座する企
業や組織にとって、最適なインフラを提供して
います。既に、首都圏には 1,500 以上の 外資
系企業の欧州統括本部やサービスセンター或
いは統括機能を有する 現地法人が設立され活
躍しています。
経済活動も極めて重要であり、首都圏地域の
GDP はベルギー全体の 20% を占め、国内雇
用の 17% を創出しています。域内の事 業 所

好の都市でもあります。
欧州の首都として、また、世界各国のオピニ
オン・リーダーが一堂に会し切磋琢磨する舞
台として、また、絶えず進化するビジネスの
中心として成長してきた国際都市 ブリュッセ
ルです。反面、都市空間はその規模の拡大を
最小限に留め、市民が 快適な生活を送ること
の出来る「最適ヒューマン・サイズ」の都市
を目指し、これまで 高い生活水準の維持・確
保を実現してきています。
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brussels
BRUSSELS
In one cit y all of Europe ...
• Political Capital of Europe
• Economic Decision Center
• Easy access to Key Markets
• Qualified International Staff
• Competitive Real Estate Costs

Brussels

Headquarters of the majority of the European
institutions and of many international organisations, the Brussels-Capital Region is
not only a unique centre of political and diplomatic activities but also a major business
decision centre.
Furthermore, thanks to its position in the economic heart of Europe and its excellent accessibility, the Region is an ideal gateway to the
wider European market. About 75% of the European purchasing power is obtained within a
radius of 300 miles.
Governments and multinationals are rapidly
realizing the importance of a base in Brussels
to be close to the economic and political decision-making centre of the EU. Indeed, 70% of
European decisions affecting enterprises and
citizens daily life are taken in Brussels, making it the right city for all those enterprises
and organisations willing to internationalize

their operations. More than 1,300 foreign international enterprises have already set up
their headquarters, service centre or a business subsidiary in Brussels.
The economic activity is very important and
the region accounts for 20% of Belgium’s
GDP and 17% of the nation’s jobs. Brussels is
home to some 54.000 companies and exports
more than half of its production. Brussels’
economic fabric is mainly made up of SMEs.
They are export-oriented, diverse and successful, often building their business around
“quality” and “know-how”. Indeed, the Region has acquired a reputation for the diversity and creativity of many of its companies.
They work in traditional sectors such as
transport, construction, food and consumer
goods, while sectors such as design, fashion,
information technology, the audiovisual and
multimedia sectors, scientific research, environment technologies, chemistry and health,
financial and consulting services, are equally
strong and well represented.
With a highly educated and multilingual
population, office space amongst one of the
cheapest within the major European capitals
and an affordable cost of living, Brussels
is definitely the place to be for anyone who
wants to run a business on a pan-European
level.
As the decision-making heart of Europe,
Brussels has become an international capital, where worldwide opinion leaders meet to
influence and do business, while remaining
small enough to allow its inhabitants to enjoy
all the advantages of a human size city and
enjoy high standard quality of life.

フランダース 地 域 の 紹 介
フランダース ―― さまざまな付加価値をも
たらすナレッジベースの経済地域
不動産の世界では「一にも二にもロケーショ
ン」と言われますが、住宅を探す場合はその
とおりかもしれません。しかしヨーロッパで
の業務展開・拡 大を考える企業にとっては、
さまざまなビジネス場面での付加価値も考
える必要があります。ベルギー北部の自治体
（州）であるフランダースは幸運にも、企業が
求めるロケーションと付加価値をともに兼ね
備えた場所です。ブリュッセルを首都とする
フランダースは、ヨーロッパ全土への玄関口
となっています。
フランダースのもたらす付加価値を一言で言
えば「最先端のクラフツマンシップ」となるで
しょう。これはフランダースの豊かな文化遺
産や伝統に育まれたものであり、世界的に定
評ある人的資本、積極的な起業精神、各種
主要産業の安定した成長、最先端の研究セン
ター群、密集した知識クラスターなど多彩な
形で現れています。いずれも、ヨーロッパ通
商の交差点として何世紀もの経験に培かわれ
たものです。
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世界的に認められた人的資本
フランダースの労働力は世界有数の生産性、
積極性、忠実性、柔軟性を備えています。さ
らにフランダースではすぐれた教育システムに
よって高度な教育を受けた人材が育っており、
ベルギーの公用語であるオランダ語、フラン
ス語、ドイツ語の 3 言語を使いこなします。
この地域はまさにヨーロッパの三大文化／言
語グループの接点に位置しており、住民はみな
多言語使用に慣れ、異文化に寛容だからです。
つまりフランダースには、あらゆる企業が全
ヨーロッパを相手にした業務を行うためのロ
ケーションと物流インフラだけでなく、現在
主流となりつつある新旧を混合した経済活動
に欠かせない、高いレベルの接続性・信頼性・
安全性がそろっているのです。

最先端テクノロジーの生まれる場所
フランダースではほかにもさまざまな付加価
値が得られます。ベルギーの北部地方は過去、
イノベーションと研究開発において相当な実
績を積んできました。得意分野は主にライフ
サイエンス、自動車産業、ケミカル、プラス
チック、食品、情報通信、ナノテクノロジーと
いったハイテク産業です。フランダースはこ
ヨーロッパ通商の交差点
れまで何度も、最先端のテクノロジーを生み
アングロサクソン、ラテン、ゲルマンという三 出す力を証明してきました。フランダース政
つの文化が出会う場所にあるフランダースは、 府では科学技術の振興をひとつの重点目標と
外国企業がヨーロッパ全体を相手に業務を行 して、この分野の企業に各種の優遇税制と財
う上で理想的な位置にあります。フランダー 務面での支援を行っています。たとえば基本
スの南にはフランスが、北にはオランダが、 研究やフィージビリティ スタディへの補助金、
西には英仏海峡の向こうにイギリスが、そし プロトタイプ制作資金の提供、研究者の賃金
て東にはドイツが広がっています。
に対する大きな減税措置などです。
ベルギーの北部にはきわめて近代的な外港・
内陸港、非常に効率的な空港、すぐれた道路・
鉄道・内陸水路網がそろっています。このす
ばらしい交通インフラと、ヨーロッパの中央
というフランダースの立地のおかげで、ヨー
ロッパ流通センターの密度は多数の産業分野
においてヨーロッパ最高となっています。
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産業と科学の密接な交流
フランダースにはまた 4 つの戦略的研究セ
ンターがあり、地域の学術界・産業 界と密
接に協力しています。IMEC はナノテクノロ
ジーにおいてヨーロッパを代表する独立研
究センターです。VITO（フランダース技術研
究所）はエネルギー・環境・新素材の分野
で最新の科学知識を実際に応用する研究を
しています。また VIB（フランダースバイオ
テクノロジー研究機関）では各大学の 9 つ
の学部、5 つの関連研究所が連合してバイオ
テクノロジーの研究を行っています。最後に
IBBT（学際ブロードバンド技術研究所）は情
報通信技術全般に関する研究を進めていま
す。フランダースに拠点を置く工業系企業
は、これら専門研究機関や、ゲント大学、ルー
ベン大学など世界的に有名な地元の大学と、
密接な協力関係を築くことができます。ま
た地域内の自動車部品製造業の製品開発能
力を戦略的に高める「フランダース・ドライ
ブ」、ロジスティクス産業を支えるフランダー
ス・ロジスティクス協会（VIL）といったナレッ
ジクラスタ活動もあります。
詳しい情報
ベルギー・フランダース政府貿易投資局（FIT:
Flanders Investment & Trade）はフランダー
ス政府の公的機関として、ベルギー・フラン
ダースでの事業拠点の設置、および事業の
拡大を図りたい外国企業に専門的なアドバ
イスを提供しています。フランダースについ
て詳しくは当局のウェブサイト
www.investinflanders.jp ( 日本語 )、
www.investinflanders.com（英語）をご覧く
ださい。

FLANDERS

A knowledge-based economy with plent y
of added value
In real estate, the famous phrase “location, location, location” may be true for house-hunters.
For companies looking to establish or expand
operations in Europe, however, added value
across a whole range of business issues should
also be considered. Flanders, the autonomous
northern region of Belgium, is fortunate in
that it offers both the location and the added
value businesses are looking for. The region,
with Brussels as its capital, is the gateway to
Europe. The added value of Flanders can be encapsulated in the notion of cutting-edge craftsmanship, originating in the region’s rich cultural
heritage and traditions, and embodied by a
globally recognized human capital, a hands-on
entrepreneurial spirit, sustainable growth for a
wide range of major industries, state-of-the-art
research centers, a high density of knowledge
clusters, and much, much more – all of this
based on centuries of experience at the crossroads of European trade.
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The crossroads of European trade
Situated at the meeting point of Anglo-Saxon,
Latin and Germanic cultures, Flanders offers
companies from overseas the perfect geographical position for their pan-European operations. To the west of Flanders lies France,
to the east the Netherlands, across the English
Channel the UK, and to the south Germany. The
northern part of Belgium combines the most
modern maritime and inland ports, highly efficient airports, and excellent road, railroad and
inland waterway connections. This outstanding
transport infrastructure, together with Flanders’
central location, results in the highest density of
European distribution centers – across a variety
of sectors – in the whole of Europe.
Globally recognized human capital
The workforce in Flanders is among the world’s
most productive, hands-on, loyal and flexible.
What’s more, due to its superb education system, the region produces highly educated individuals, who speak fluently Dutch, French and
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German – the three official languages in Belgium. Because the region is located right on
a nodal point where Europe’s three major cultural and language groups meet, the inhabitants of Flanders are multilingual as well as
open-minded. So, Flanders not only has the
location and logistics infrastructure to support the pan-European operations of all kinds
of companies, it also offers the high level of
connectivity, reliability and security required
to support the emerging blend of old and new
economies.
The birthplace of cutting-edge
technologies
Added value can take many other forms, in
Flanders. Belgium’s northern region boasts
an impressive track record when it comes to
innovation and research & development. Its
strength lies mainly in life sciences, the automotive industry, chemicals, plastics, food,
ICT and many other high-tech sectors including nanotechnology. Again and again, Flanders has demonstrated that it can bring into
being cutting-edge technologies. The Government of Flanders ranks science and technology as a priority and offers a wide range of
tax incentives and fiscal benefits to companies in these sectors, such as grants for basic
research and feasibility studies, prototype
funding, or considerable tax breaks on the
wages of researchers.
Close interaction between industry
and science
Flanders also houses four strategic research centers that collaborate closely with both the academic and business worlds in the region. Imec is
Europe’s leading independent research center for
nanotechnology; VITO converts the latest scientific knowledge into practical applications in the

fields of energy, the environment and new materials; VIB brings together nine university departments and five associated laboratories in biotech
research programs; and IBBT conducts research
on ICT in general. Industrial companies located
in Flanders can benefit from close partnerships
with both these specialized scientific institutes
and world-renowned universities in the region,
such as Ghent University and K.U.Leuven. Then,
there are the various knowledge clusters, such
as Flanders’ DRIVE – strategically strengthening
the product development capacity of the vehicle
supplier industry in the region – and the Flanders
Institute of Logistics (VIL), which supports the
logistics industry.
More information?
Flanders Investment & Trade (FIT), the agency
operating under the authority of the Government of Flanders, provides expert advice and
guidance to foreign companies seeking to start
up or expand operations in Flanders (Belgium).
Visit our website www.investinflanders.com
for more information about Flanders, and living and doing business in our region.

ワロン 地 域 の 紹 介

2000 年から 2011 年までの間に、ベルギーの
ワロン地域では、1,000 社の外国企業が新し
い事業を設立、あるいは既存の事業を拡大
し、
その合計投資額は 80 億ユーロになります。
これらの産業や科学活動は、21,800 もの直接
雇用を生み出しました。これは同期間の同地
域の雇用創出合計の５分の１に上ります。
「Financial Time FDI Magazine」で、2010 年に
ワロン地域が投資のベストロケーションの 5
位に選ばれました。また、
「Scientist」では、
2009 年にワロン地域の複数の大学が、博士
課程を取るのに最適な大学トップ１０にランク
インしました。
なぜ、400 万人の人口で、面積も人口も四国
とほぼ同様の地域であるワロン地域が選ばれ
るのでしょう？
まず、ワロン地域の産業や高等教育機関を優
れた物理や化学のノウハウで育むという歴史
的な背景があります。これは 箱 から出て、
革新的になるために重要な要素です。
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また、ワロン地 域の産業や教育機関が世界
のリーダーである６つの分野、すなわち、機
械・エンジニアリング、航空・宇宙、食品産業、
物流、生命科学（ライフサイエンス）、環境・
資源の分野をさらに発展させようとする政府
の未来図があるのです。
最後に、これらの 1,000 の企業がワロン地域
を選んだのは、絶え間なく産業界と情報を交
換し、密に繋がった魅力的なアカデミックネッ
トワークがあるからです。大 学や R&D セン
ターは、明日のリーダーやリサーチャーを育
て、また産業界との共同研究やジョイントベ
ンチャーの設立の強力な源となっています。
ベルギーのワロン地域では、人材が大変重要
な資源だと考えています。 私どもの地域で
は、傑出した教育を受けた人々、外に開かれ
た文化、そしてイノベーションに道筋をつける
創造力を見つけることができます。
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Wallonia
Between 2000 and 2011, 1000 foreign companies have established or extended an activity in Wallonia, Region of Belgium for a total
amount of 8 billion euros. These direct industrial and scientific activities have generated
21 800 jobs. They contribute to one fifth of
the total employement creation of the region
for the same period!
The Financial Time FDI magazine has elected
Wallonia the fifth best place to locate in 2010
while the Scientist of 2009 has ranked some
of our universities in their top 10 best place to
work your postdoc.
Why did they choose Wallonia, a Region of 4
million inhabitants, similar in size and population to Shikoku?
There is first a historical background that nurtures Wallonia’s industry and academy with
excellent physics and chemistry know-how.
This is a vital ingredient to be able to get out
of the box and be innovative.
There is also a political vision of the Government to further develop 6 sectors of the future
where Wallonia’s industry and academy are
world leaders: mechanical engineering, airspace and aeronautics, agro-food, logistics,
life sciences, environment and resources.
Finally, these 1000 companies have chosen
Wallonia for its attractive academic network,
interacting with the industry with unequaled
fluidity. Universities and R&D centers are of
course preparing tomorrow’s leaders and researchers. They are also a powerful source of
research collaborations with the industry and
of joint-venture creation.

In Wallonia - Region of Belgium, we believe
that our most important resource is people.
You will find in our region people that have an
outstanding education, a culture open to the
other, and a creativity channeled to innovate.

連 絡 先 - CO N TAC T INF OR M AT ION
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ブリュッセル首都圏地域 - Brussels
Brussels Invest & Export
c/o Embassy of Belgium
5-4 Nibancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0084
Japan
T + 81 3 35 56 24 31
F + 81 3 32 62 49 79
tokyo@brussels-japan.or.jp

Brussels Invest & Export
Avenue Louise 500/4
1050 Brussels
Belgium
T +32 (0)2 800 40 63
F +32 (02)2 800 40 01
lverbiest@mrbc.irisnet.be
www.brusselsinvestexport.be

フランダース地域 - flanders
Flanders Investment & Trade
c/o Embassy of Belgium
5-4 Nibancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0084
Japan
T +81 3 5210 5883
F +81 3 5210 5883
contact@fitagency.com
www.flandersinvestmentandtrade.com

Flanders Investment & Trade
Gaucheretstraat 90
1030 Brussels
Belgium
T +32 (0)2 504 87 11
F +32 (0)2 504 88 99
invest@fitagency.be
twitter.com/InvestFlanders

ワロン地域 - Wallonia
Wallonia Foreign Trade and Investment Agency
c/o Embassy of Belgium
5-4 Nibancho, Chiyoda-ku
Tokyo 102-0084
Japan
T +81 3 3262 0951
www.belgium-wallonia.jp
c.ghyselen@belgium-wallonia.jp

Wallonia Foreign Trade and Investment Agency
Namur Office Park
Avenue des Dessus de Lives, 6
5101 Loyers (Namur) - Belgium
T +32 (0)81 33 28 50
F +32 (0)81 33 28 69
www.investinwallonia.be
mkempeneers@investinwallonia.be

連邦経済省投資誘致局 - FEDERAL PUBLIC SERVICE ECONOMY - SERVICE FOR FOREIGN INVESTMENTS
City Atrium C, Rue du Progrès 50, 1210 Brussels - Belgium
T +32 (0)2 277 69 13
www.ib.fgov.be/en
www.business.belgium.be/en
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ベルギー進出日系企業の状況 - 2012 年版
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AGC ガラスヨーロッパ
「ガラスのグローバルリーダー」AGC ガラス
カンパニー
「ベルギー発の欧州リーダー」AGC ガラス
ヨーロッパ
企業統合の歴史と背景
ベルギーは、ガラスの製造及び製造技術開
発の先駆者として、ガラスの歴史上大きな
役割を果たして来ています。グラバーベル社
はベルギーの大手ガラスメーカー、グラバー
社とユニバーベル社の合併により 1961 年に
誕 生し、その高い競 争力で 1960 年代に世
界有数のガラスメーカーに成長しました。
フロート法という、画期的な板ガラス製造
方法がピルキントン・ブラザーズ社によって
開発されると、グラバーベルは、1960 年代
にムスティエに欧州大陸初のフロートガラス
工場を設立しました。グラバーベルとそのオ
ランダ子会社は、1972 年にフランスの BSN
グループ（現在のダノングループ）に買収さ
れ、フランスとドイツの板ガラスメーカー
と共に BSN の板ガラス事業部門に統合され
ました。その後 BSN 社の板ガラス事 業は、
1974 年の石油危機の影響で 1970 年代後半
に業績が悪化し、同社からの申し出を受け
た日本の旭硝子株式会社が、1981 年にベル

ラスヨーロッパ）に社名を変更すると共に、
AGC グループのグローバルブランド方針に基
づき、新たなグループロゴを採用しました。
その新しいロゴにより、ガラス業界のグロー
バ ルリー ダーとしての 知 名 度 は 世 界 的 に
益 々高まりました。
「Innovative excellence」
の 伝 統 を も つ AGC ガ ラ ス ヨ ー ロッパ は、
AGC グループの下、
「革新の文化・精神」と
いうミッションを追求しています。
AGC グループは旭硝子株式会社（本社：東京、
東京証券取引所一部上場）を中核とし、建
築・自動車・ディスプレイ用ガラス、化学品
及びその他ハイテク部材を提供するソリュー
ション・プロバイダーです。従業員数は約 5
万人、およそ 30 の国や地域で事業展開をし
ており、年間売上高 150 億米ドルを上げてい
ます。

ギーとオランダの BSN 板ガラス事業部門を
買収しました。

AGC グループの石村 CEO は、グループ経営
方針「Grow Beyond」を策定し、中長期的な
市況の動向を注視し、迅速に対応すること
で、グローバル優良企業としての更なる成
長を目指しています。Grow Beyond とは、ビ
ジネス分野、地域、市場や既存の技術等で
従来の枠組みを超えた「成長、変革」を遂
げることを意味し、AGC グループは最優先項
目として「新たな成長基盤の構築」を掲げ
ています。

1907 年に設立された旭硝子は、当時世界中
から高い評価を受けていたベルギーからガ
ラス製造技術及び製造機材を導入していま
す。そのような背景もあり、旭硝子は事業
拡大にあたり、ベルギー及びグラバーベルに
注目していました。

AGC ガラスカンパニーは、日本 / アジア、欧
州及びアメリカの 3 地域における AGC グルー
プのガラス関連事業を統括しています。ブ
リュッセルに HQ を置き、建築用ガラス、自
動車用ガラス、ソーラー用ガラスという 3 つ
の主要事業分野を経営しています。

グローバル企業、AGC ブランド の誕生
2002 年、グラバー ベルは旭硝子 の 完 全な
グローバルメンバーとなり、2007 年に AGC
フ ラットガラス・ヨーロッパ（現在の AGC ガ

AGC ガラスヨーロッパは、AGC ガラスカンパ
ニーの欧州本部として、建築（外壁及び内装
用ガラス）・自動車・ソーラー等様々な産業
向けに板ガラスの製造・加工・流通を行って
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います。従 業 員 数は約 13,000 人、スペイン
からロシアにわたる地域で、約 100 ヵ所の生
産拠点とベルギーの研究開発センターを運営
しています。
更なる事業の成長
AGC ガラスカンパニーは、
「地 域から学ぼう
（Learning from the regions）」 と い う方 針 の
下、基 本的に各地域の事業運営は現地の経
営チームに委譲しています。
欧州についても、フロート窯、ミラー生産設
備、複層ガラス生産設備、ガラスコーティン
グ設備、自動車用ガラス工場の建設等、大規
模な投資を実施してきました。これまで達成
してきた数多くの成果は、地域を越えた板ガ
ラス生産技術や研究開発における広範な交
流と、拠点間での相互トレーニングや人材交
流の賜物です。
AGC ガラスヨーロッパ（元グラバーベル）は、
これまで地理的拡大を通じて、ベルギーのガ
ラスメーカーから大きな変貌を遂げました。
1991 年、チェコ政府から同国最大の国営ガラ
スメーカーを買収、グラブユニオン（後のグ
ラバーベル・チェコ）と命名し、チェコに拠
点を置いた西欧企業として、中欧への足掛か
りを構築しました。
また 1997 年にはロシアのボーグラスワークス
社に資本参加し、翌年には米国 PPG 社の欧
州事業（主にフランスとイタリア）を買収しま
した。その後 2002 年には、西欧企業として
初めてロシアのクリンに新たなフロート工場
を建設し、後に日産 1,000 トンの生産能力を
誇る世界最大規模のフロート設備も建設しま
した。 ロシアへの投資は、AGC グループが同
国市場で先駆者であるというイメージを高め
ました。

変革を続ける AGC ガラスヨーロッパは、現在
ベルギーに新たな研究開発センターを建設中
です。研究者が革新的な製品・プロセスを実
現できる最新設備を導入し、そこが「Centre
of Excellence and Competences」 となること
を目指しています。
AGC ガラスヨーロッパのスローガン「Glass
Unlimited」
AGC ガラスカンパニーは、
「事業経営の地域
への委譲」を基本的な経営方針としています。
カンパニーのブリュッセル HQ は、地域間の
調整・取り組みを促進し、AGC グループ方針
に沿ってグローバル事業を最適化する企業運
営の要ともいえる戦略機能を担っており、
「相
互に尊敬し、学び合い、教え合う」を行動指
針のひとつとしています。
ベルギー、そして欧州で長い歴史を築いてき
た AGC ガラスヨーロッパには、
「excellence」
と い う 伝 統 が あ りま す。 そ の ス ロ ー ガ ン
「Glass Unlimited」は、快適性、創・省エネル
ギー性能、健康と安全性、デザイン性等、様々
なニーズに応えるガラスの素材としての可能
性を追求し、お客様にご満足頂くとともに、
従業員にも働き甲斐のある企業でありたいと
いう思いを表しています。
www.agc-group.com/en
www.agc-glass.eu
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AGC Glass Europe
AGC Glass Company: a world leader in
glass
AGC Glass Europe: a European leader
with roots in Belgium

this background, Asahi Glass naturally took
a keen interest in Belgium – and Glaverbel –
when the time came for it to expand its business.

Background: from acquisition to the
present day
Belgium has played a key role as a pioneer
in developing glass manufacturing technologies and production. Glaverbel was founded
in 1961 following the merger of Glaver and
Univerbel, Belgium’s two leading glass manufacturers. The newly formed company was
so competitive that it went on to become the
world’s leading producer of sheet glass in the
1960s.

AGC: one global company, one brand
Glaverbel joined Asahi Glass’ global organisation in 2002. In 2007, Glaverbel changed its
name to AGC Flat Glass Europe (now AGC Glass
Europe) and adopted a new corporate logo,
fully aligning the company with the branding
of the AGC Group. The company is now a member of the global glass leader’s family, with
a single brand identity boosting its profile
around the world. While AGC Flat Glass Europe
already had a strong tradition of innovative
excellence, rebranding enabled it to benefit
from the strengths of a global group so that it
could further reinforce its culture and spirit of
innovation.

Following the Pilkington brothers’ invention
of the ‘float glass process’ - a revolutionary
technology for manufacturing flat glass - in
the 1960s, Glaverbel opened continental Europe’s very first float glass plant in Moustier.
In 1972, French group BSN (now Danone)
bought Glaverbel and its Dutch subsidiary
along with several French and German flat
glass manufacturers with the intention of
merging them with its own flat glass division. In the late 1970s, BSN’s flat glass business was hit hard by the worldwide recession
triggered by the 1974 oil crisis. After being
approached by BSN, Asahi Glass purchased
BSN’s Belgian and Dutch flat glass business
in 1981.
It is interesting to note that when Asahi Glass
was founded in 1907, the company imported
glass manufacturing technology and equipment from Belgium. Even back then, Belgium
had already earned a worldwide reputation
for excellence in the glass industry. Given

Today, the AGC Group, with Tokyo-based
Asahi Glass Co., Ltd. at its core, is a world
leading supplier of flat, automotive and display glass, chemicals and other high-tech materials and components. The group employs
some 50,000 people worldwide and generates annual sales of more than USD 15 billion
in around 30 countries. The company is listed
on the Tokyo Stock Exchange.
Mr Kazuhiko Ishimura, CEO and President
of the AGC Group, applies the Grow Beyond
management policy to lead the Group toward
its goals. The AGC Group looks closely at
mid- to long-term changes in the market and
responds to them in a timely manner so that
it can continue growing as a leading global
company. Grow Beyond means ’changing and
growing’ beyond conventional frameworks
such as business areas, regions, markets
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and existing technologies while prioritising the
construction of future foundations for growth.

and development, bilateral training and personnel.

AGC Glass Company is the glass branch of
the AGC Group (covering Japan/Asia, Europe
and the Americas) managed at regional level.
It operates in three main business segments:
building glass, automotive glass and glass
for solar applications. It is the world’s leading
glass manufacturer and is headquartered in
Brussels.

Through innovative geographic expansion
across the globe, AGC Glass Europe (formerly
Glaverbel) has undergone a radical transformation, leaving its pure Belgian size far
behind. In 1991, AGC Glass Europe signed an
agreement with the Czech government to take
over the country’s largest glass manufacturer,
which was renamed Glavunion (later Glaverbel
Czech). The company was the first Western industrial company to establish a foothold in the
Czech Republic before expanding further into
Central Europe.

AGC Glass Europe in turn is the European
pillar of the AGC Glass Company. It manufactures, processes and distributes flat glass
for the building industr y (external glazing
and interior decoration), the automotive
sector, the solar segment and various specialised industries. It boasts an R&D Centre and
some 100 production units stretching across
Europe, from Spain to Russia. It employs
13,000 people.
Innovative approaches to business
development
AGC Glass Company has always entrusted
the day-to-day management of its regional
subsidiaries to local management teams. In
other words, its basic approach is to ‘learn
from the regions’.
In Europe, this approach has led to substantial
investments such as the construction of float
glass furnaces, mirror production lines, double
glazing glass production lines, glass coating
lines and automotive glass plants.
Much of the company’s growth and development has been driven by widespread
exchanges of information and experience in
flat glass manufacturing technology, research

In 1997, the company made a successful capital participation in Bor Glass Glassworks in
Russia and in 1998 acquired the European
glass business of US firm PPG Glass Industries,
mainly active in France and Italy. In 2002, AGC
Glass Europe was the first western glassmaker
to build a plant on a greenfield site in Russia,
constructing a unique industrial complex at
Klin. A second float line – the world’s largest,
with a production capacity of 1,000 tonnes –
has since been built. Investments in Russia
strengthened the leadership of the AGC Group
and enhanced its image as a pioneer in Russia.
Continuing its focus on innovation, AGC
Glass Europe is building a new R&D Centre in
Belgium, set to become AGC’s global Centre of
Excellence and Competence for flat glass. To
that end, the new centre will feature the most
advanced equipment and facilities available,
enabling researchers to continue their groundbreaking research in innovative products and
processes.

0
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Glass Unlimited at the core of AGC’s
global flat glass operations
The AGC Glass Company’s management policy delegates all management and operations
to the regional level. The main role of AGC
Glass Company headquarters in Brussels is
to handle global coordination and organise
initiatives to optimise the business globally
in line with AGC Group policies. This is a key
function when operating a sustainable company. Hence one of its guiding principles is
to ’learn and coach proactively in the spirit of
mutual respect’.

With a long history in Belgium and Europe,
AGC Glass Europe has a tradition of excellence. Its slogan, Glass Unlimited, reflects the
possibilities offered by glass as a material
to meet a growing variety of needs (comfort,
energy control, health and safety, aesthetics)
and by the company itself to satisfy its employees and customers.
www.agc-group.com/en
www.agc-glass.eu

AGC Group
AGC グループ

Europe
(HQ Brussel)
ヨーロッパ
(ブリュッセル)

AGC glass CO.
(HQ Brussels)

AGC Electronics
Company

AGC Chemicals
Company

AGC ガラス会社
(ブリュッセル)

AGC 電機メーカー

AGC 化学会社

Japan/Asia

Americas

日本/アジア

アメリカ

02 エィ ダブリュ ヨーロッパ
・

・

事業概要
グループ
AW Europe S.A. は、日本、欧州、中国そして
米国にネットワークを持つアイシン・エィ・ダ
ブリュ・グル−プの一社です。グループはオー
トマチック・トランスミッションとカーナビ
ゲーション・システムに特化した事業を行い、
2010 年の総売上は 8,540 億円（約 81 億 5,400
万ユーロ）、従業員数は 1 万 7000 人以上に達
しております。
エィ・ダブリュ・ヨーロッパ
AW Europe はアイシン・ エィ・ダブリュ株式会
社の欧州子会社として、1990 年にワロン地方
のブレンラルーに成立されました。ヨーロッ
パの顧客向けにオートマチック・トランスミッ
ションおよびカーナビゲーション・システムの
研究開発を行う開発センターとして発足。後
に、日本で製造された製品の販売・物流事業
が加わりました。
1998 年、モンス近郊のボウドゥーにサービスセ
ンターを設立。電子部品の生産、オートマチッ
ク・トランスミッションの修理、およびアフター
サービスの事業を開始しました。
主な実績
従 業 員 数 は ブレンラル ー が 262 名、 ボウ
ドゥー が 602 名です。
ベルギーへの投資に至った主な理由
ベルギーはヨーロッパ諸国へのアクセスに優
れています。道路網が充実しており、ヨーロッ
パ各国の顧客先を訪問するのに大 変便利で
す。空路 海路のインフラも利用しやすく、あ
らゆる輸送、移動手段の利便性が高いと言え
ます。
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人 たちにとって、ヨーロッパの首都であり、
またベルギーの中心に位置するブリュッセル
周辺は大変魅力的な場所であるといえます。
ベルギーのビジネス環境
全般
ベルギーに多国籍企業の進出が多いのは、ベ
ルギー人の語学能力の高さにも関係している
と思います。英語は一般的にどこでも通じま
すし、日本人とのコミュニケーションにも問
題はありません。むしろ日本人の英語力の方
が問題になることがあります。
ベルギー人と日本人は上手に協調しあってお
ります。というのも、ベルギー人自体がもと
もと多民族の集まりであるからです。確かに、
ベルギー人は日本人に比べ、個人主義的な傾
向が強いものの、元来培われた異文化の人々
とのコミュニケーションの経験により、外国
人にとって大変アプローチがしやすい国民性
と言えます。
『カイゼン』
『QC サークル』そし
て『4S+S』
（これは、新たなプロジェクトを始
める前には、まず作業環境をきれいに整えて
から行うというような方法論）などの日本流
コンセプトを素直に受け入れ、環境問題や産
業災害への対策プロジェクトなどに自ら積極
的に参加してくれます。 それにより、何年に
も渡り並外れた生産性の向上が達成されてお
ります。
AW Europe はベルギーと日本の文化の融合に
より高いシナジー効果をあげています。

交通
従業員の多くはブリュッセルに住んでおりま
すが、交 通 網が発 達しているため ブレンラ
ルー への通勤時間は短く、そして大変便利で
す。また、ヨーロッパ諸国への移動の利便性
それに加えて、ヨーロッパ大陸のみならず、 に優れています。 競争の激しい自動車市場に
他国の幅広い分野で高い教育水準を持った おいて、ヨーロッパ全域で事業を展開してい
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る AW Europe にとって、地理的にも政治的
にもヨーロッパの中心に所在しているという
事は重要な事なのです。
ブリュッセルと日本を結ぶ直行便が無い事
については不便だとは感じておりません。
教育・トレーニング・人材
上記でも記載しましたように、ベルギー人は
語学力がきわめて高く、多国籍企業での仕
事をする事に慣れています。
ベルギー の自動 車ブランドは 1930 年代に
すでになくなってしまいましたが、現在ベル
ギーで走っている車がベルギー製である可
能性は大変高いと言えます。長い伝統で培
われた自動車製造産業技術、そして、それ
に関わる高い技術レベルを持つ労働力があ
るベルギーは、ヨーロッパにおける国民一人
あたりの自動車製造台数の比率が大変高い
国の一つであります。

生活の質
ベルギーには日本人コミュニティーがしっかり根
付いております。かなり質の高い日本食材や和
食レストランが多数存在するため、日本人がベ
ルギーで生活して行くのは難しくないと思いま
す。日本人学校は生徒数も多く、日本政府はも
とより、ベルギーに進出している日本企業から
のサポートを得てしっかり運営されております。
ベルギ ーは人種 問題 が 無い国です。 ベル
ギー人は外国人にオープンな国民性であり、
ヨーロッパの諸外国とも大変良い関係を保
ち、また日本人に対して大 変協 力 的です。
行政管理は不正行為などが無く、効率的か
つ柔軟に遂行されております。
ベルギーに進出している事の利点
長年培われてきた親密な関係
ベルギーは政治状況が安定しており、安心
して 事 業 を行う事が 出 来ます。AW Europe
設立にあたり、ベルギー政府当局からも多
大な協力をいただきました。事業開設後も、
政府の担当者が欧 州本社を訪問するなど、
当初と変わりないサポートがあります。
連邦政府・地方政府ともに、財政および人
材開発に関する援助、R&D に従事する社員
を対象とした減税など、様々な補助金制度
があります。また、ベルギー独自の『みなし
利息控除』を設けています。
今後の展開
AW Europe の事業において、新規プロジェ
クトに着手するまでにはかなりの時間がかか
ります。次なる投資案件の検討に入る前に、
より質の高い製品とサービスの提供を目指
して、現行ビジネスの新たなる発展に尽力す
る事が非常に重要であると考えております。
www.aweurope.be

02 AW europe
COMPANY DESCRIPTION
The group
AW Europe SA is part of the Aisin AW group,
which includes companies in Japan, Europe,
China and the USA. The group specializes in
automatic transmission and car navigation
systems. It has a turnover of JPY 854 billion
(2010) — approximately EUR 8.13 billion— and
employs more than 17,000 employees.
AW Europe
AW Europe was created in 1990 in Brainel’Alleud, Belgium, as a European subsidiary of
AISIN AW Co. Ltd. It is the R&D centre for automatic transmission and car navigation systems
for customers in Europe. Sales and logistics
activities for products manufactured in Japan
were added later.
In 1998, AW Europe opened a service centre in
Baudour, near Mons, Belgium, devoted to the
production of electrical parts, repair of automatic transmissions, and after-sales logistic
activities.
Key figures
In 2011, AW Europe has 262 employees in
Braine-l’Alleud and 602 in Baudour.
Key factor that led to the decision to
invest in Belgium
Belgium has excellent connections to the rest
of Europe. Its very dense motorway network
makes it very easy to reach customers in other European countries. Air and sea transport
infrastructures are easily accessible, which
further widens transportation possibilities.
Furthermore, as the capital of Europe, the
Brussels area in central Belgium attracts a
wide variety of highly qualified employee pro-
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files from all over the European continent and
even beyond.
EVALUATION OF THE BUSINESS ENVIRONMENT
General
The presence of a large number of multinationals in Belgium shows that Belgians often have
outstanding language skills. English is well
accepted everywhere and there are no communication problems with Japanese people. Actually, the level of English skills among Japanese
can sometimes be more of a problem.
Japanese and Belgians make an excellent
blend, all the more since the Belgian population in itself is to a large extent multinational.
Although locals tend to be more individualistic,
they are easy to approach due to their experience in communicating with different cultures.
Belgians have been very receptive to Japanese
concepts such as Kaizen, Quality Circles and
the 4S+S and have committed themselves very
actively in projects such as environmental issues or the struggle against industrial hazards. Over the years, they have tremendously
increased their productivity.
AW EUROPE has been able to achieve a high
level of synergy between Belgian and Japanese
culture.
Transportation
Thanks to the very good road network, journeys
between Brussels, where many AW employees
live, and Braine-l’Alleud is very easy and quick.
Connections with the rest of Europe are excellent. Being centrally as well as neutrally located
is an asset for AW EUROPE, which serves competing car makers throughout Europe.
AW Europe does not consider the lack of direct
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flights from Brussels to Japan as an inconvenience.

CRITICAL SUCCESS FACTORS OF OPERATIONS
IN BELGIUM

Education, training, and human
resources
As mentioned above, Belgians have very developed language skills and are used to working in multinational companies.

Close and long-standing links
The political context is basically stable in
Belgium and AW Europe feels confident and
secure.

Since the 1930s, there has been no Belgian
car brand. However, it is highly likely that the
car a Belgian drives was made in Belgium:
this country has one of the highest car-madeper-inhabitant ratio in Europe and benefits
from a long-standing car-building tradition
and a highly skilled labour force in the automotive sector.
Qualit y of life
The Japanese community is well established
in Belgium. It is very easy to find Japanese
food shops and restaurants. Most of them
are of very high quality, which makes it very
easy for Japanese to feel at ease in the country. The Japanese school is well established,
has many students and receives good support from the Japanese government as well as
Japanese companies in Belgium.
Racial discrimination is not an issue. Belgians
are open to foreigners; they have good relations with their European counterparts and
cooperate well with Japanese people.
Civil servants are efficient, flexible and free of
any kind of corruption.

The government offered a great deal of support when AW Europe was created. Government officials continued to visit AW Europe’s
headquarters after the start-up phase, maintaining their encouraging attitude.
Both the Belgian federal and regional governments have been very supportive with financial and human resources development, tax
cuts for R&D personnel, and various incentive
suggestions. Notional interest deduction has
been introduced as a unique Belgian incentive to risk capital investment.
FURTHER DEVELOPMENTS ENVISAGED
Approaching new projects is a slow process.
It is very important for AW Europe to develop
existing business – always focusing on
further improvement of quality and service –
before considering any other investments.
www.aweurope.be

03 三 菱 東 京 UF J 銀 行ブラッセル支 店
ベルギーにおける事業
経緯
三菱東京 UFJ 銀行は 1996 年、2002 年、2006
年の合併を経て、4 つの銀行が一緒になり誕
生しました。4 つの銀行とは三菱銀行、東京
銀行、三和銀行、東海銀行です。4 つの銀行
の内の 1 つ、東京銀行は、国際業務に特化し
た銀行であり、1959 年に駐在員事務所をベ
ルギー・ブラッセルに開設、その後、1966 年
に支店に昇格させました。従って、三菱東京
UFJ 銀行はここベルギーにおいて 50 年を超え
る歴史を有しています。

一般的なビジネス環境
三菱東京 UFJ 銀行ブラッセル支店は当地で日
系進出企業との取引が中心であり、金融業界
のビジネス環境についてここで述べることは、
適当とは思われません。そのため、一般的に
聞こえてくる情報から特記事項を以下に列挙
します。

• 多言語国家で、複数言語を解し・話す労働
者の雇用が容易です。
• 交通の要衝にあり、陸運・海運の便が良好
です。
• 欧州統括拠点、物流拠点の優れた立地場
所の一つと言えます。
業務内容
• 労働者が手厚く保護されています。イン
三菱東京 UFJ 銀行は西ヨーロッパのほぼ全て
フレ率に応じた給与引き上げ、年末の給与
の主要な国に拠点を有しており、ブラッセル
1 ヶ月分追加支給が法律で定められており、
支店もそのひとつに数えられます。
加えて、解雇、減給等の労働者にとって不
利益となる事象のハードルが高く設定され
ブラッセル支 店はベルギーに進出している
ています。この為もあって、労働者の流動
日系法人企業との取引を中心に行っており、
性は概して低く、安定的な人事運営が可能
ベルギー国内企業との取引は在ロンドンの欧
と言えますが、一方で機動的・効率的な人
州本部がカバーしています。
事運営には適さない、とも言うことができ
ます。
ベルギーに欧州統括拠点を置く日系企業も多
く、ブラッセル支店の重要な取引先となって 生活の質
おり、約 40 名のスタッフで 預 金、貸出、外 古い家並み、キリスト教文化、豊かな自然と
国為替等、フルバンキングサービスを提供し そこで育まれた食文化。観光地としては第一
級の魅 力にあふれたベルギーではあります
ています。
が、当然のことながら言葉も文化も日本とは
全く異なり、生活する上では大きな壁ともな
ベルギーのビジネス環境
りえます。
当局規制等
銀行業務は許認可が必要な業務であり、三菱
東京 UFJ 銀行ブラッセル支店としての登記に加
え、当局（現在はベルギー国立銀行：中央銀行）
の許認可を得て営業を行っています。当局によ
る様々な規制、報告等、当地営業上の制約は
ありますが、銀行という業務の性格上、何処
の国においても程度の差こそあれ存在している
もので、特殊なものではありません。

ブラッセルの中心部ではフランス語環境が一
般的ながら、ビジネスでは英語がほぼ問題な
く通じます。これは当地の利点であり、既に
申し上げたとおりです。
しかし、中心部を離れると英語がほとんど通
じなくなり、スーパーマーケットに行って自分
の欲しいものを手に入れることにも苦労しま
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す。商品の表示は公用語（フランス、オラン
ダ、
（ドイツ））のみとなり、店員も英語を解
さない為、聞こうにも聞く相手がいない状
態になります。
日本の社会、英語の社会から移り住まれる
方にとっては、相応の覚悟が必要です。それ
でも、異文化の体験とご苦労は、きっと後々
の良い思い出になることでしょう。
最後に
EU が本部を置くここベルギー・ブラッセル
の重要性、即ち政治の中心地としての重要
性は益々脚光を浴び、その地の利、多言語
国家としての利便性とも相俟って、ビジネス
面でも見直される局面が増加すると思われ
ます。

三菱東京 UFJ 銀行ブラッセル支店も、規模
は決して大きな拠点ではありませんが、欧
州の中心地にある拠点として、その存在価

三菱東京 UFJ 銀行ブラッセル支店も、規模
は決して大きな拠点ではありませんが、欧
州の中心地にある拠点として、その存在価
値を増していくものと考えておりますし、今
まで以 上にベルギーに進出する日系 企業、
ここベルギーを足場にヨーロッパに活動の場
を拡げる日系企業のお力となれますよう努
めて参ります。
www.bk.mufg.jp
www.mufg.jp

03 B ank of T ok yo - Mitsubishi UF J , Lt d.
COMPANY DESCRIPTION
Investment history
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ was born as
the result of the mergers in 1996, 2002, and
in 2006 of 4 banks, namely, Mitsubishi Bank,
Bank of Tokyo, Sanwa Bank and Tokai Bank.
Bank of Tokyo, specializing in international
business, opened a representative office in
Brussels in 1959 before opening a branch in
1966. Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ therefore
has more than 50 years of history in Belgium.
Sector
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ has a presence in
almost all major western European countries,
with Brussels Branch among them.
The main task of Brussels Branch is doing
business with Japanese companies in Belgium
while its European headquarters in London
takes care of business with Belgian companies.
There are a number of Japanese companies
with their European headquarters in Belgium.
They are important customers for Brussels
Branch, which offers full banking services such
as deposit taking, lending, foreign exchange
etc. with its staff numbering around 40.
EVALUATION OF THE BUSINESS ENVIRONMENT
Regulatory environment
Banking is a business that requires a licence.
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ is registered as a
branch and has a banking licence from the National Bank of Belgium (the central bank) and
also the regulatory authority in Belgium.
It is difficult to measure the level of the strictness, however the regulations and reporting

requirements imposed by the authorities upon
our business are not the level to be noted comparing to the other countries.
General business environment
Because our main business is focused on Japanese companies in Belgium, it is probably not
appropriate to comment on the business environment of the banking sector for the purpose
of this book. We have therefore made some
general comments as below:
• Multilingual country and easy to hire
people who speak and understand several
languages;
• Transportation hub with excellent access to
maritime and land transportation;
• One of the prime locations for logistics
operations and European headquarters;
• Employees are well protected. For example,
salary should be automatically increased
in tandem with inflation, additional one
month salary should be paid out at the
end of the year by law, and it is difficult to
reduce the rights of employees including
layoffs or pay-cuts. These practices could
lead to a low turn-over of employees, which
would enable stable HR management at
the expense of speedy and efficient HR
management.
Qualit y of life
Classic houses, Christian heritages, a scenic
landscape and good food can all be fascinating
for tourists. Yet linguistic and cultural barriers
may demand strenuous efforts from foreigners
living in this country.
In the centre of Brussels, there are many tourists and business people, so English can be
spoken and heard. As you go further away
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from the centre of Brussels, however, it becomes more difficult to be understood in
English. Even shopping in a supermarket is
not so simple. All products are labelled only
in the official languages (French, Dutch and
in some regions, German). If you ask staff
in the supermarket what something is, they
barely can explain it in English. Those moving
to Belgium from Japan or from any Englishspeaking countries should be prepared for
such a challenge. It has to be said, however,
that overcoming such a challenging encounter
with a different culture will be a very valuable
achievement for the future.
Closing remarks
The importance of Brussels is on the rise due
to the presence of the principal institutions
of the EU and the resulting political focus. Together with its geographical advantages and
multilingualism, Brussels could become increasingly important for businesses. In parallel, we are certain that the importance of Bank
of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Brussels Branch will
increase, despite its compact size. We will,
therefore, double our efforts in supporting
both Japanese companies coming into Belgium, as well as those based in Belgium and
developing their business in Europe.
www.bk.mufg.jp/english
www.mufg.jp/english

04 ダイキンヨーロッパ
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オステンド工場の生産能力拡充と併せて、ダ
イキンヨーロッパグループは販売網の強化に
歴史
着手しました。各国の空調市場でのダイキン
ダイキンヨーロッパ N.V. 社（DENV）は、1972 の存在を確固たるものにするために、スペイ
年 3 月、オステンド市において、住宅・商業・ ン、イタリア、フランス、英国、ドイツ、ベル
産業用空調機の大手メーカー、ダイキン工業 ギー、ポルトガル、セントラルヨーロッパ、ギ
株式会社（DIL）の 100% 子会社として設立さ リシャ、南アフリカにて既存代理店の買収を
れました。
ダイキングループは、
「日本」
「
、中国」
、 実行しました。 欧州の販売会社の増加に伴
「東南アジア」、
「アメリカ」、そして、ダイキン い、オステンド工場或いは他地域の工場との
ヨーロッパグループが統括する「欧州・アフリ 間の 業務を統 合するため、2001 年、SAP シ
カ・中近東地域」と、世界を５地域に分けて ステムを導入しました。また、グローバル化
事業を推進しています。現在、ダイキンヨー の進展でコーディネーション機能の重要さが
ロッパグループは、ダイキングループの売上高 増す中、2002 年に欧州戦略を統括するため
の約 24% を占め、利益の面でもグループに大 にブラッセル事務所を設立ました。現在、約 20
きく貢献しています。欧州及びアフリカ地域 か国に及ぶ多国籍スタッフを雇用しています。
で販売ネットワークを拡大し、17 か国にまた
がり事業を進めています。
2003 年まで、ヨーロッパで販 売される空調
機のうち住宅用製品のほとんどをアジアより
ダイキン工 業は、当初は日本国内市場での 輸入していましたが、サプライチェーンを短縮
販売に重点を置いていましたが、40 年ほど し、需要の増加に対応するために、住宅用製
前にヨーロッパ市場の将来性に着目し、1973 品の生産拠点として DENV と DIL の共同出資
年、オステンド市に海外生産拠点を設立しま で、チェコ共和国ピルゼン市にダイキン・イ
した。しかし、欧州ではエアコンはあまり認 ンダストリーズ・チェコ社（DICZ）を設立し、
知されておらず、また、普及率も低く、創業 6,100 万ユーロの投資により 2004 年 9 月より
当初の販売は大きく伸びませんでした。それ 稼働しました。翌 2005 年には、DIL はチェコ
でも 1983 年までにはヨーロッパ市場で確固 のブルノ市に圧縮機工場として、ダイキン・デ
会社概要

たる地位を獲得し、その後は売上高も大幅に
増加しました。
拡 大 を 続 ける 需 要 に 応 える た め、1992 年
に 5,200 万 ユ ー ロ に の ぼ る 投 資 で 工 場
を 5,000m² か ら 25,000m² に 大 幅 拡 張 し、
3,000m² の 事務 所も新 設しました。1997 年
には、 グル ープ 会 社 間 の 財 務、 および、 財
務リスク管理を集中して行うためにダイキン
ヨーロッパコーディネーションセンター社を
設立しました。また、同年、15,000m² の自社
倉庫や組み立てラインとワークショップ増強
への追加投資を行いました。

バイス・チェコ社（DDC）を設立しました。オ
ステンドとピルゼンの工場に圧縮機を供給し
ています。欧州で販売する製品の 80% が欧
州で生産されており、需要変動に柔軟かつ迅
速な供給が可能となりました。
2006 年にダイキン工業は OYL インダストリー
ズ社を買収しました。OYL は世界中に工場を
展開しており、マッケイ（空調事業）、AAF イ
ンターナショナル（空調・工業用フィルター事
業）、J&E ホール（低温・冷凍事業）のブラン
ドで製品を世界に供給しています。強みとす
る製品レンジや販売地域はダイキンの事業を
補完する関係にあります。欧州においては、
同年以降、マッケイ事業とダイキンヨーロッ
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パ事業の統合を徐々に進めています。
2006 年はまた、暖房機商品であるダイキン
アルテルマの販売を開始し、暖房事業への
参入を果たした年でもあります。ダイキンア
ルテルマは、オステンドの工場で開発された
ヒートポンプシステムによる住宅用温水暖房
機です。ダイキンアルテルマの特徴は、従来
の暖房機器よりも大幅な省エネが可能とな
る点です。ダイキンアルテルマは現在、新築・
改築住宅、集合住宅向けに幅広い商品レン
ジを揃えています。
更にこの年には、ダイキンヨーロッパアカデ
ミーを設立しました。欧州全域をサポートす
るトレーニングセンターとして、ビジネスの
支援や従業員育成のための研修に加え、代
理店や据付業者向けのコースが用意されて
います。
2008 年、DENV はド イツ の 暖 房 機 器 メー
カー、ロテックスヒーティングシステム社
（ROTEX）を買収し、暖房事業を空調、アプ
ライド、低温事業と並ぶひとつの事業柱とし
て育成していく一歩を踏み出しました。

た製品の独自開発を行っています。主に技
術やインフラ整備に約 1,300 万ユーロの予
算を投じて、先端技術を用いた試験室が建
設されました。特に、ヨーロッパ諸国 27 か
国の気候条件に合わせたシュミレーションテ
ストを行うことができる試験室も備えてい
ます。EDC は 2015 年までに約 200 人の技術
者による陣容を確保します。 ダイキン工業
は、暖房商品の開発と欧州市場のニーズに
合致した商品の開発を重視することを明確
に打ち出しています。
主要な数字
2010 年度 末時点では、DENV は 1,486 名を
雇用しています。内訳は、ワーカー 899 名と、
ホワイトカラー 587 名です。また、販売会社
と工場を含むダイキンヨーロッパグループ全
体の従業員数は 5,400 名を超えます。2010
年度 決 算における DENV グループの連 結 売
上高は 18 億 920 万ユーロでした。

ベルギーへの投資を決定した主要因
ベルギーへの進出決定は以下の要因にもと
づきます。第一に、当時のダイキンにとって
の主要市場であるイギリスに近いということ
です。第二に、欧州連合の一員であり、他
2011 年、DENV はトルコの空調機メーカー、 のヨーロッパ市場との貿易が容易であると
エアフェル社（Airfel）を買収しました。エア 考えたことです。第三に、ベルギーには外
フェル社の中核事業は、空調、暖房、換気 国語にたけ、勤労意識の高い労働力が潤沢
機器の製造・販売です。この買収は、成長 であることです。 ベルギー人は責任感が強
軌道に乗るトルコ市場における販売網の強 く、生産性が高いといえます。 第四に、高
化、さらには、欧州・中近東・アフリカ地域 速道路、港、空港へのアクセスの利便性な
に向けた商品供給の拠点としての位置付け ど、ベルギーのインフラの良さも重要な選
も有しています。
定要因でした。更に、安価での工場用地確
保と、地方政府の企業誘致策が利用できた
2011 年には、欧州開発センター（EDC）を設 ことが挙げられます。
立しました。欧州の重要な研究開発拠点と
位置づけ、オステンドを本拠地とし、チェコ
（DICZ）とドイツ（ROTEX）をサテライトとし
て運営しています。EDC では、自己 完 結型
の開発拠点として、欧州市場のニーズに合っ
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ベルギーのビジネス環境の評価
総合
ベルギーはヨーロッパへの素晴らしい玄関口
です。上 述のように、国内外へ の輸 送 環 境
は十分に整備されています。また、小国であ
ることで、政治的中立という面でも優位性を
持っています。大国に比べてより安定を確保
しやすいといえます。ヨーロッパの中央に位
置していることから大きな国際機関が多数あ
り、多くの多国籍企業がベルギーへ本社設立
を決めています。ベルギー人の高度な言語能
力で他のヨーロッパ諸国との意思疎通が容易
です。ベルギー人は主に貿易にまつわる活動
を生活の糧としており、
「商業マインド」をもっ
ています。ブラッセルの国際的な環境のおか
げで、ブラッセル事務所では戦略立案に優れ
たスキルの高い多国籍の従業員を容易に雇用
できます。
規制環境
ベルギーにおいての懸念は複雑な政治機構で
あり、日本人を含む大抵の外国人を当惑させ
ています。加えて、あまりにも様々な規制が
あり、手続きの簡素化の取り組みがなされて
いますが、行政手続きは非常に煩わしいとい

変動に伴う DENV の要請に応じていつでもワー
カー派遣を受けられる契約を結ぶなど、生産
の柔軟性を確保しました。この契約は２シフト、
週末シフト、季節工シフトなどの既存の勤務ス
ケジュールに加えて実行されます。
その他にも、45+ 計画と呼ばれるプロジェク
トも推進しています。45 歳以上を対象とし、
生産ピーク時や、正社員の長期休暇や出産・
育児休暇時の代理として一時雇用します。
このプロジェクトはさらに、年齢に関係なく、
原則として毎年同じ時期に一時雇用を行うと
いう契約に広がりました。
2005 年 に DENV は 様 々 な個 人、 政 府 機 関、
及び近隣チョコレート工場と提携し、さらに
フレキシブルな雇用形態を展開しています。
これは、正社員契約を持つワーカーをプール
しておくシステム、という説明がふさわしい
といえます。提携各社が、各社の生産ピーク
に合わせて、正社員であるワーカーを相互に
融通しあう形態です。

財務・会計環境
ダイキングループは日白社会保障協定の締結
により企業の社会保険料への大幅な負担軽
えます。
減が実現できたことを評価します。さらに、
みなし資本利子概念税制はベルギー特有であ
教育、トレーニング、人材
長年にわたり、DENV ではベルギーと日本と り、より多くの海外投資家を引きつける要素
の二つの文化の融合を図ってまいりました。 です。
これは、ダイキンの『グループ経営理念 』を
通して実現されました。幹部に日本人とベル 2002 年、ダイキンヨーロッパ社は、ベルギー
ギー人を起用していることも成功の一つです。 初の企業としてベルギーと日本の税務当局間
相互の信頼が醸成されており、情報・ノウハ の移転価格事前確認制度 (APA) の適用を受け
ました。
ウの共有も行われています。
DENV では設立以来、フレキシブルでファミリー
フレンドリーな職場環境の実現を推進してい
ます。その一例として、1998 年には最大規模
の派遣会社と契約を結び、短期間の生産負荷

生活水準
ベルギーの生活水準は高く、DENV の日本人
駐在員の多くはいずれベルギーを離れねばな
らないことを惜しんでいます。特にベルギー
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での国際的環境、人々とのコミュニケーショ
ンの容易さ、ベルギー日本人学校の存在を
高く評価しています。

更なる発展
ダイキンヨーロッパグル ープ は、今 後 5 年
間で売上高を倍増する挑戦的な目標を掲げ
ています。その実現のために戦略経営計画
ベルギーにおけるビジネス成功の鍵とは
『フュージョン 15』を策定しました。次の 5
年間に戦略事業柱である暖房、空調、アプ
ダイキンヨーロッパグループの成功の鍵とし ライド、低温事業をさらに強化します。トー
ては、以下が挙げられます。
タルソリューションプロバイダーを目指し、
• 革新的な高品質商品。
市場に向けて省エネと快適な生活環境の先
• ヨーロッパ各国で整備された販売ネット
進的な提案を行っていきます。
ワーク。
• 陸・海・空を利用した国際的な物流配送網。 www.daikin.eu
• 人材力。
• ブラッセル事務所の欧州戦略機能の強化。
DENV は平均年齢 39 歳の、若くダイナミッ
クなチームです。

04 Daik in Europe N .V.
COMPANY DESCRIPTION
Investment history
Daikin Europe N.V. (DENV) was established
in Oostende in March 1972. It is a fully owned
subsidiary of Daikin Industries Ltd. (DIL), Japan’s leading manufacturer of residential,
commercial, and industrial air conditioning
systems. Daikin Europe Group has territorial
responsibility over sales in Europe, Africa, and
the Middle East. This is one of the group’s five
strategic global regions, together with Japan,
China, South-east Asia, and the Americas.
Within the total Daikin group turnover, Daikin
Europe Group represents almost 24% and also
a considerable part of the profit is coming from
DENV. In the past years, Daikin Europe Group
has expanded its network of own sales presence in Europe and Africa, now having its own
operations in 17 different countries.
For years, Daikin Industries’ main focus was on
domestic sales in Japan. But it recognized the
potential of air conditioning in the European
markets about 40 years ago. This led to the set
up, in 1973, of a Daikin factory in Oostende.
Due to the novelty of the product however, and
the low penetration rate of air conditioning in
Europe, sales were rather slow to take off. Nevertheless, by 1983 the company had acquired
a firm position in the European market and the
turnover increased substantially in the following years.
In order to keep up with demand during these
subsequent years of growth, an important investment program of EUR 52 million was executed in 1992. The factory was enlarged from
5,000 to 25,000m² and a new office building of
3,000m² was constructed. Several years later,
in 1997, a financial Coordination Centre was
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opened to centralize activities such as group
financing, central cash management, and to
carry out financial risk management. In the
same year, additional investments were made
in warehousing facilities of 15,000m² and improved assembly lines and shops.
Having enlarged production capacity in the
factory in Oostende, the time came for Daikin
Europe Group to get involved in distribution
itself. A number of distributors in Europe were
acquired in order to secure a strong Daikin presence in important air conditioning markets, including Spain, Italy, France, the UK, Germany,
Belgium, Portugal, Central Europe, Greece,
and South-Africa. SAP was implemented in
2001 for an integrated approach between the
growing number of sales companies in Europe
and the factories worldwide. Internationalization also increased the need for coordination
and led to the set up of a European strategic
office in Brussels in mid-2002. The office now
employs people of about 20 nationalities.
Until 2003, a large part of the residential applications sold by Daikin in Europe were produced in Asia. However, to shorten the supply
chain and continuously meet growing demand,
DENV together with DIL set up a joint subsidiary (DICZ) dedicated to the production of residential products in Pilzen in the Czech Republic. The related investment amounted to EUR 61
million. DICZ started production in September
2004. In addition, in 2005, DIL set up a compressor factory in Brno (DDCZ) in the Czech
Republic. That factory supplies compressors
to Oostende and Pilzen. 80% of the European
sales of products are made in Europe which
provides more flexibility and avoid long delivery delay.
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In 2006 Daikin Industries Ltd. acquired OYL
Industries. The company produces worldwide
under the brands: Mc Quay (air conditioning),
AAF International (Air filtration) and J&E Hall
(refrigeration and freezing) and is complementary to Daikin in terms of product range
and geographic distribution. Since 2006 McQuay companies in Europe have been gradually integrated into the Daikin Europe structure.
2006 also marked the entrance of Daikin Europe N.V. in the heating market with the successful launch of Daikin Altherma: an air to
water heat pump solution, developed in Ostend for the heating market. Central to its success is its high energy-efficiency compared
to traditional heating systems. The Daikin Altherma range has extended further in recent
years and now includes solutions for the new
built, renovation and multi-housing markets.
Also in 2006, DENV set up the Daikin Europe
Academy. This international training center
organises training courses to support the
business and the development of our employees. There are also trainings on offer for distributors and installers.
In 2008 DENV acquired ROTEX Heating Systems GMBH, a German company engaged in
the production and distribution of heating
products. Also this acquisition contributes to
the execution of Daikin’s strategy to expand
its heating business alongside its other strategic business pillars of air conditioning, applied systems and refrigeration.
In 2011 DENV acquired the Turkish company
Airfel. Airfel’s core activity is the production
and distribution of heating, air condition-

ing and ventilation products. This acquisition
strengthens Daikin’s sales network in the
growing Turkish market and extends its product offering in the EMEA markets.
Also in 2011 Daikin Europe set up the European Development Center. The EDC will evolve
in the future into an important European R&D
center, based in Ostend and with satellites in
the Czech Republic (Daikin Industries Czech
Rupublic) and Germany (ROTEX). The EDC
will be given a high degree of autonomy to
develop its own innovative designs and solutions specifically for the European market.
The first phase of the development of the EDC
is associated with an investment of around
EUR 13 million, mainly for technology and
infrastructure. The company started immediately with the construction of several new
high-tech testing rooms. In one of these test
chambers, the engineers of DENV can simulate climatic conditions which may occur in
one of the 27 European countries. By the year
2015 DENV expects to compile a team of up to
200 specialists in the EDC. This investment
confirms the importance given by Daikin Japan to DENV, especially concerning heating
products and to the development of products
corresponding to Europan needs.
Key figures
At the end of the 2010 financial year, DENV
employed staff of 1,486: 899 workers and
587 employees. Taking into account the entire Daikin Europe Group, including the sales
companies and the factories, this figure is
over 5,400. In 2010 the Daikin Europe Group
closed the financial year with consolidated
net sales of EUR 1,809.2 million.
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Key factors that led to the decision to
invest in Belgium
The decision to come to Belgium was motivated by several factors. First, there is Belgium’s
proximity to the UK, at that time Daikin’s main
market in Europe. Secondly, Belgium’s membership of the European Union played a role as
it would facilitate cross-border trade with other
European markets. Thirdly, Belgium possesses
a highly skilled labour force that speaks several languages and that has a high work ethic.
The Belgian labour force has a deep sense of
responsibility and high productivity. Fourthly,
the infrastructure in Belgium is an important
aspect: there is easy access to motorways,
ports, and airports. Other decision factors
were the availability of sites at reasonable
prices, and the fiscal incentives provided by
the region.
Evaluation of the Belgian business
environment
General
Belgium is an excellent gateway to Europe. As
mentioned above, the country’s transportation links, both inbound and outbound, are
very well developed. In addition, being a small
country, it has the advantage of being rather
neutral in terms of political positions. This ensures a greater stability than it is the case for
larger countries. Since Belgium is located in
the centre of Europe, it also hosts many large
international institutions, and many multinationals choose to set up their headquarters
in Belgium. The linguistic skills of the people
make contacts with other European countries
easy. Belgians also have a ‘trade’ spirit, since
they rely mostly on import-export activities.
The international environment in Brussels also
facilitated the recruitment of highly-skilled in-

ternationals for employment in Daikin’s new
strategic office in Brussels.
Regulatory environment
A concern is the complicated political structure
of Belgium, which generally puzzles foreigners, including Japanese. Moreover, there are
too many different regulations, and the administrative processes are quite burdensome,
although efforts are being taken to streamline
administration.
Education, training, and human
resources
For many years there has been harmony between the two cultures in the company (Belgian and Japanese). This has been achieved
through the common ‘Group Philosophy.’ One
of the contributors to this success is the fact
that there are Japanese as well as Belgians in
the management. There is real trust among
them and information and know-how is shared.
Since its establishment in Belgium, DENV has
shown dedication to a flexible and familyfriendly working environment. In 1998, for
example, an important step was achieved regarding increased production flexibility: an
agreement was signed with one of the largest
interim offices assuring interim worker availability to cope with short term production fluctuations at any time. This agreement comes on
top of existing working schedules such as two
shifts, weekend shifts and seasonal work.
There are other initiatives, such as the socalled 45+ project. This project aims to deploy
people above the age of 45 as temporary workers in peak periods or as replacements for
permanent employees that are on holiday or
maternity leave.
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This project was extended to a concept of
structural temporary employment regardless
of age where in principle workers are available for employment year after year in certain
periods of the year.
During 2005, DENV launched another new
concept for flexible labour together with various private and governmental agencies and a
local chocolate manufacturer. The concept is
best described as seasonal pooling of temporary employees with permanent employment
contracts. This means that throughout the
year workers with a single permanent employment contract are allocated to different companies depending on the different seasonal
peaks of these companies.
Fiscal environment
The Daikin Group really appreciates the recently signed Belgium-Japan Social Security Treaty since it has considerably reduced
costs for the company. The opportunities of
notional interest deduction, which is unique
for Belgium, are also welcome as an element
for attracting more foreign investors.
In 2002, Daikin Europe became the first company in Belgium to establish an Advanced
Price Agreement (APA) between Belgian and
Japanese tax authorities for transfer pricing.
Qualit y of life
The quality of life in Belgium is good, and
many Japanese expatriates at Daikin Europe
regret having to leave the country. They appreciate particularly the international environment in Belgium, an easy communication
between people and the presence of a Japanese School.

Critical key success factors of
operation in Belgium
For Daikin Europe Group, the key success
factors are:
• An innovative quality product
• A well-developed European sales network
• Good international transportation links by
road, sea, and air
• The human resources factor
• Enhancement of European strategic functions in Brussels
The company has a young and dynamic team,
with an average age of 39.
Further developments
The Daikin Europe Group has the ambition
of doubling the turnover in the coming five
years. For this the company has developed a
strategic management plan called ‘Fusion 15’.
In the next 5 years the company will further
build on its strategic business pillars: heating, air conditioning, applied systems and
refrigeration. We aim to become a Total Solution Provider in our sector and will continue to
offer the most energy-efficient and advanced
comfort solutions on the market.
www.daikin.eu

05 F. P. N . I .
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事業の概要

教育 トレーニング、人的資源
工業生産に必要な労働力の供給量は満足の
アリアケジャパンは天然調味料のトップメー 行くレベルです。しかしながら労働意欲と語
カーです。日本、中国、台湾、米国、フラン 学力についてはさらなる改善が必要と思いま
ス、そしてベルギーに現地法人工場を有して す。特に日本の本社との意思疎通には英語の
おります。主たる売上は現在日本国内です。 十分な知識が欠かせません。
主なるお客様は食品加工業 (41%)、外食産業
（38%）、即席麺 (20%) と日本国外への輸出で インフラストラクチュア
す。連結売上高（2011）は 270.51 億円でした。 インフラストラクチュアについては、特に発
F.P.N.I. Belgium N.V. は 2004 年 1 月に、 ベ ル
ギーのマースメヘレン市に欧州での開発製造
販売拠点として設立されました。液体天然調
味料製造目的の新工場への 2007 年までの投
資額は 2000 万ユーロ強です。新鮮で豊富な
畜産原料を最大限に生かしたナチュラルブイ
ヨン、ストック、フォン、デミグラスソースな
どが製造されています。現在の従業員数は約
40 名です。
製品は欧州の食品工業向けに販売されていま
すが、主要部分は日本向け輸出です。当社は
フランダース地方の北東部に位置し、食品原
料調達には地理的に有利な場所にあります。
ビジネス環境の評価
一般
一般的なビジネス環境と欧州の中心部として
の地理的好条件を評価しています。それがこ
こ 5 年間での当社の急速な成長の源となって
います。
しかしながら、人件費、特に社会保障費負担
について欧州の他地域に比べて競争力の維
持が欠かせません。たしかに社会福祉制度は
大変よく整備されていますが、その費用負担
と市場競争力の維持の均衡をとることは難し
い課題です。

達した高速道路網が欧州の顧客への効率的
なアクセスを可能にしています。
法務 財務 税務環境
欧州全体レベルで組織された食品に関する諸
規定は、お客様に最善の品質の製品を供給
するために入念に実行されています。当社は
フランダース政府よりの数百万ユーロに投資
補助を享受し、欧州への新製品投入へのポー
ルポジションにつくことが出来ました。
生活の質
一般的に日本からの駐在員はフランダース地
域を心地よく安全と感じています。
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ベルギーでの操業の成功の鍵
全体的評価
フランダース北東部は食品製造にとって好
適地です。原料供給地と天然調味料の食品
工業需要家がともに近接している欧州の工
業地帯です。従業員の語学能力も欧州他地
域に比べ良好です。交通網が良く整備され
ており物資の輸送が効率的に行えます。
生活の質の良さに加えて、ブラッセル日本人
学校の存在は日本人駐在員の子女教育に不
安のない滞在を可能にしています。
ただ、マースメヘレン市に鉄道が来ていな
いことが、インフラで更なる改善が望まれる
点です。
今後の事業展開について
F.P.N.I. は、さらに欧州での天然調味料のビ
ジネス開発を続けます。数年前に大きな投
資をしましたが、工場の生産効率をさらに
上げるべく、追加投資案を検討中です。当
社は欧州市場に強くコミットしています。
www.ariakejapan.com

05 F. P. N . I . BEL GIUM N .V.
The company
Ariake Japan Co. is a leading manufacturer of
natural seasonings. It owns companies in Japan, China, Taiwan, the USA, France and Belgium. Today most of the turn-over is achieved
in Japan. The main clients are the food processing industry (41%), the restaurant industry (38%), the instant noodle manufacturing
industry (20%) and exports. Consolidated net
sales worldwide (2011) is JPY 27, 051 million.
F.P.N.I. BELGIUM N.V. was established in January 2004 in Maasmechelen, Belgium, as a
fully owned European headquarters, sales &
production & research facilities. In the year of
2007 an investment of more than EUR 20 million was made in a new plant for the production
of liquid natural seasonings. Making the most
of fresh and abundant livestock raw materials,
it manufactures natural bouillon, stock, fond
de veau, and demi-glace sauce. Currently there
are forty employees.
Products are sold to European industries and
a substantial part is exported to Japan. The
company has been established in the northeastern corner of Flanders, centered in the
industrial heart of Europe with outstanding access to suppliers of food related raw materials.
E v aluation of the B elgian business
environment
General
In general, its business environment and the
central location in Europe are appreciated and
they are materialized in a quick growth of turnover during the first five years of its existence.
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It is hoped, though, that the personnel costs,
and in particular the ‘cost of social security’,
will be kept competitive with other European
regions in the future because, although social
security services are of high quality in the region, the cost of it to companies is challenging.
Education, training and human
resources
Manpower availability (predominantly needed
for manufacturing purpose) is satisfactory in
the region.
However, motivation and language skills of
some of them may further improve. Good
communication with Japanese headquarters
requires good knowledge of the English language.
Infrastructure
The infrastructure, especially the dense network of highways allows efficient logistical
operations to customers in mainland Europe.
Legal, financial and fiscal environment
Food reg ulations, mostly or g anized at a
European level, are painstakingly implemented
in order to provide the best possible quality of
products to the industrial consumers.
The company enjoyed several million euro of
investment aid from the authorities, resulting
in a pole-position for a successful introduction
of their new products to the European market.
The qualit y of life
In general, Japanese expatriates feel good and
safe in Flanders.
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Critical success factors in Belgium
Overall evaluation
The north eastern part of Flanders is an outstanding location for food manufacturing.
There is close access to suppliers of food raw
materials as well as to industrial customers. It
is a rich, industrialized region within Europe.
The language skills of employees are favorably good in this region, compared to other
regions in Europe. The infrastructure is well
developed enabling efficient logistical operations. The quality of life, as well as the presence of a Japanese school in Brussels, is appealing to Japanese expatriates.
However, the availability of railway connections in this region (Maasmechelen) would
further improve infrastructure.
Further developments envisaged
F.P.N.I. will further develop its business of
seasoning products in mainland Europe.
A few years ago it invested a substantial
amount of money in a new production facility.
Currently additional investments, with the
aim to improve the efficiency of the plant, are
under consideration. F.P.N.I. remains strongly committed to the European market.
www.ariakejapan.com

06 F UJIF IL M ヨーロッパ
事業の概要
Fujifilm Corporation の概要
富士フィルム株式会社は富士フィルムホール
ディングス傘下の中核企業で、写真用感光材
料の国産化を目指して 1934 年に創業されま
した。現在では、予防・診断・治療をカバーす
る総合医療メーカーを目指して医療・ライフサ
イエンスの分野にも進出しているほか、フラッ
トパネル用材料・光学デバイス・印刷システム
等の高機能性材料を多く手掛けています。
Fujifilm Europe の概要
現在、欧州地域では、研究開発・製造・販売・
技術サポートなど約 50 社のグループ企業で
約 5000 人の従業員を擁して、写真事業に加
えて医療機器・化成品・印刷材料・電子材料・
光学機器・記録メディア・映画用フィルムなど
の事業を手掛けています。独デュッセルドル
フ市にある FUJIFILM Europe GmbH が 欧 州の
地域統括本社としてグループ企業を統括して
います。
Fujifilm Europe N.V. 及び Fujifilm Hunt
Chemicals Europe N.V. のご紹介
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沿革
弊社は、1960 年代に米 Philip A Hunt Corporation 社の子会社として、欧州・中東・アフリ
カ向けの写真用処理薬品を生産するためにシ
ントニクラスに創設されました。1984 年に米
Olin 社に引き継がれると同時に FUJIFILM ブラ
ンドの写真用処理薬品の委託生産を開始し、
1989 年に FUJIFILM の傘下企業となりました。
従って、当社は約 20 年の米国企業としての
歴史と、その後の約 20 年の日本企業として
の歴史を持っています。その後、成長を続け
ていたものの、1990 年代から徐々に写真の
デジタル化が進んできたことから事業の多角
化を図ってきました。印刷薬品事業に参入す
るため、米国で Anchor 社を買収し、1998 年
にベルギーの Solco 社、2002 年には独 DS 社
を傘下に収め、オーストラリア・マレーシアで
も DS 社の印刷薬品事業を買収しました。ま
た、並行して、来るべきデジタル時代に対応
するために、業務用広幅インクジェット事業
部門も設立しています。
現在は、売上高約 96 百万ユーロ・従業員約
255 名を擁しています。

両社は FUJIFILM の化成品の製造・販売会社で、
シントニクラスの本社の他、アントワープ近
郊のクルイベーク及びルットリネハン ( 独 ) に
生産拠点を、またザベンテム ( ベルギー )・ス
ペイン・スウェーデンに販売子会社を有して
います。主力製品は写真用・印刷用・レント
ゲン用などの処理薬品で、他に業務用広幅イ
ンクジェットの機材の販売とデジタル印刷の
デモ・トレーニングセンターがあります。

インフラ
ベルギーの物流インフラは、道路・航空・鉄
道・港湾とも充実したネットワークを有してい
ると考えています。特に鉄道網は高速鉄道を
有して、欧州諸国の中でも高いレベルにあり

また、アントワープ近 郊のズウェインドリヒ
トに半 導体 材料を製 造・販 売する関連 会社
FUJIJILM Electronic Materials N.V. があります。

他の小国と同様に航空物流はブリュッセル空
港一つに頼ることになりますが、欧州第二の
港湾であるアントワープとゼーブリュージュを
擁して、海上物流の拠点としては非常に優れ
た立地となっています。

ベルギーのビジネス環境の評価

ます。
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ベルギーの道路を通って戸惑うのは、北部
フランドル地方と南部ワロン地方で標識の表
示が異なることです。これは、それぞれの道
路が地域政府よって管轄されていることによ
るものと聞きますが、時に我々外国人には
混乱を招きかねないものかと思います。

障害、遺族年金、病気や出産給与、職業性
疾病および失業手当や家族手当など非常に
充実しています。社会保障制度は、従業員
( 賃 金・給 与 の 13.07%) と 雇 用 者 ( 給 与 の
32%-40% の範囲 ) 双方の負担によって成り
立っています。

教育、研修 & 人材
ベルギーの人と社会は、外国人や外国文化
に対して非常にオープンなものと感じます。
教育システム賜物と思いますが、様々な職
種で有能かつマルチリンガルな人材を見つ
けることができます。弊社が設立された時、
40 〜 50 人の日本人駐在員が会社立ち上げ
の為にベルギーに滞在しましたが、現在で
は新製品立ち上げなどの短期出張を除くと、
社長以外は全てローカル人材でマネジメント
されています。

医療サービスは、公共機関および民間・非
営利の病院や独立した医師によって提供さ
れています。ほとんどのサービスは、患者
が直接支払い、後で健康保険から払い戻さ
れます。

いわゆるベルギーモデルと言われる労使協
議 のスタイル (50 名以 上の 事 業 所は① 国・
政府レベル ②産業レベル ③会社レベル
で協議を行なっていく ) は、弊社でも様々な
制度の基本となっています。
法制度・金融・財政（税制・社会保障）
法人所得税の標準税率は、欧州諸国でも高
い部類の 33% となっています。しかし、特
定の条件下では多くの税制上の優遇措置を
得られ、例えば投資・R&D・駐在員税制・み
なし利息控除などを活用して、有利な実効
税率を享受しています。

欧州での事業活動について
ベルギーは、西ヨーロッパの中央という立
地を生かして物流を始め、欧州の他地域と
強く結びつくことで経済成長を遂げ、質の高
い労働力・高い GNP と輸出率によって世界
の貿易国トップ 20 にランクされています。
ほとんどのベルギー人がマルチリンガルで
あるということ ( ベルギーには 3 つの 公用
語、オランダ語、フランス語、ドイツ語が
ある ) とオープンマインドな気質から、欧州
内外の国々とのビジネスに力を発揮できる
と思います。

クオリティオブライフ
ベルギーには多くの三ツ星レストランがあ
り、ビール・チョコレート・ワッフル・フライ
ドポテトも有名です。ベルギー人に言わせる
と、フレンチフライはベルギーがオリジナル
だとのこと。典型的な料理は、ステーキに
ベルギーの雇用規制は日本に比べて非常に フライドポテトとサラダ添え、またはムール
厳しく、より従業員保護の色彩が強いと言 貝とフライドポテトです。ベルギービールの
わざるを得ません。団体 協約、雇 用契 約、 種類は 1100 を超えるとされています。ウェ
就業 規則など法律により厳密に規定され、 ストフレテレンのトラストビールは世界最高
労働時間は一日 8 時間、週 38 時間が上限と のビールと評価されています。また世界最大
なっています。
の醸造所はルーヴェンに拠点を置くアンハ
イザーブッシュとのことです。
社 会 保 障システムのレベルは高く、退 職、
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ベルギーの生活の中では、歴史的な伝承を感
じることが多々あります。宗教的な背景を持
つ様々なパレードやフェスティバルに出くわ
します。ワロン地方で言うと、バンシュで開
かれる Gilles のカーニバルが有名です。フラ
ンドル地方では Gentse Feesten、ゲントの街
の音楽と演劇祭があります。ステージイベン
トのほかに、様々な大道芸が見られます。祭
りは祝日の 7 月 21 日の前の土曜日に始まり、
10 日間ほど続きます。最終日 ( 常に月曜日 )
は「財布を空にする日」と呼ばれ、また、旅
行者が帰り始めることから、
「自分たちの日」
として最後の時を楽しみます。こうした祭り
は大小様々な町で楽しむことができます。
さらなる成長に向けて
ちょうど一 年 前 に 弊 社 は FUJIFILM Advance
Print Technology Centre (APTC) をブリュッセ
ル近郊に設立しました。APTC では、欧 州全
域の関連会社・代理店・ユーザー向けに弊社
のデジタルプリンティング機器のデモ及びト
レーニングを行なっています。
当社のコアビジネスである写真・印刷事業の
デジタル化に対応して、その経験と技術を生
かしながら新しいビジネスを模索し続けてい
ます。いくつかのプロジェクトは、発表・発
売間近にあります。
www.fujifilm.eu
www.fujifilm.com
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F UJIF IL M EURO P E N .V.
Description of the company
About Fujifilm Corporation
Fujifilm Corporation is one of the major operating companies of Fujifilm Holdings. Since
its founding in 1934, the company has built
up a wealth of advanced technologies in the
field of photo imaging, and in line with its
efforts to become a comprehensive healthcare company, Fujifilm is now applying these
technologies to the prevention, diagnosis
and treatment of diseases in the Medical and
Life Science fields. Fujifilm is also expanding growth in the highly functional materials
business, including flat panel display materials, and in the graphic systems and optical
devices businesses.
About Fujifilm in Europe
Nowadays Fujifilm entities operate in over 50
group companies in Europe and employ more
than 5,000 people engaged in R&D, manufacturing, sales, and service support. Throughout Europe they serve a range of industries
including medical, chemical, graphic arts,
electronic materials, optics, recording media,
motion picture, and photographic technologies. Fujifilm Europe GmbH (Düsseldorf, Germany) acts as Strategic Headquarters for the
region and supports its group companies in
Europe by formulating marketing and corporate strategies.
About Fujifilm in Belgium
FUJIFILM Europe NV and FUJIFILM Hunt Chemicals Europe NV are part of this European Fujifilm organisation. The headquarters are based
in Sint-Niklaas, Belgium, with additional
production sites in Kruibeke and Reutlingen,
Germany. We also have sales offices in Spain,
Benelux and Scandinavia. We manufacture

and distribute high quality products for the
photographic, graphic arts, industrial and
medical industries. We also offer state-ofthe-art products and solutions for professional large and wide format inkjet printing.
Lastly, we are responsible for the daily management of the FUJIFILM Advanced Print Technology Centre, the European demonstration
and training hub for Fujifilm’s digital printing
solutions.
The European HQ of our sister company FUJIFILM Electronic Materials is also located in Belgium (Zwijndrecht). They offer the broadest
line worldwide of photoresists, polyimides,
thin film systems and other high purity chemicals and services to technologically demanding semiconductor customers.
History
Our company’s roots are from the sixties
when production facilities were set up in SintNiklaas, as part of the American Philip A. Hunt
Corporation. At the beginning of the eighties
the focus was mainly on the production of
photochemicals for Europe, Middle East and
Africa. In 1984 the company was taken over by
Olin Corporation. In the same year we started
manufacturing products for Fujifilm and in
1989 the whole photo division was sold to
Fujifilm. So after more than 20 years we went
from American to Japanese management. The
digitalisation of the imaging industry started
slowly in the nineties but continued increasingly. This urged us to diversify into other
industries and applications. Thanks to the
acquisition of Anchor in the US the way to the
pressroom chemicals market was opened for
Europe as well. In 1998 we acquired Solco NV
in Belgium to further expand in the pressroom
business. To be followed in 2002 by the acqui-
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sition of DS Group in Reutlingen Germany and
in 2003 with the acquisition of DS Chemport in
Australia and Malaysia. In the meantime, we
had also established a digital division, focussing on the water based inkjet printing business.

Education, training & human resources
The Belgian society is open to many nationalities and cultures. Thanks to a very good education system, one can find qualified workforce
and multilingual people for all levels and all
types of businesses.

The consolidated turnover for the company is
now around EUR 96 million with some 255 personnel members.

When the company was newly established in
Belgium, 40 to 50 Japanese were seconded to
Belgium to assist in setting up and launching
the company. Currently all the workers and
employees are Belgian or European, except
the President - Managing Director. Sometimes
Japanese colleagues are detached, for short
term, to the factory f.i. when introducing new
techniques or methodologies from Japan.

Evaluation of the Belgian business
environment
Infrastructure
Transport in Belgium is facilitated with welldeveloped road, air, rail and water networks.
Belgium still has one of the highest dense rail
networks within the European Union. The network currently includes four high speed lines,
operating up to 300 km/h.
Like in most small European countries, more
than 80% of the airways traffic is handled by a
single airport, the Brussels Airport. The ports
of Antwerp and Zeebrugge share more than
80% of Belgian maritime traffic, Antwerp being
the second European harbour.
The road network in Belgium is managed by
regional authorities, meaning that a road section in Flanders is managed by the Flemish
Government, a road section in Brussels by
the Brussels government and a road section
in Wallonia by the Walloon Government. This
explains that road signs in Flanders are written
in Dutch, even when referring to a Walloon region, and conversely, which can be confusing
for foreigners who ignore the different translations of Flemish or Walloon cities in the other
language.

The so called consultation model, meaning a
wide and intensive consultation between employers and trade unions in a lot of areas of
pay and employment, is holding a corner stone
position in the overall Belgian social policies.
Consultation occurs on three levels: 1. national (through government), 2. per business
(through employer’s federations and unions),
3. per company (through Works Council and
trade unions). This way of working is reflected
in HR policies of all Belgian companies employing more than 50 people.
Legal, financial & fiscal
(taxation & social securit y )
The standard rate of the corporate income tax
is set at 33% (plus 3% crisis surcharge), which
is pretty high compared with Japan. However,
under certain conditions, many tax incentives
are available such as a reduction related to
new investments, or certain deductions for
personnel employed for scientific research,
ta x exemption regime for audiovisual
investments, favourable taxation of expatriate
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employees and the notional interest
deduction (providing a tax deduction for the
cost of capital). This is bringing the effective
tax rate to more acceptable and comparable
level.
The employment environment in Belgium is
highly regulated and more protective for the
workers and employees than in Japan. Collective Labour Agreements, employment contracts, working rules and normal practices
are classified as such by law. Subject to exceptions, labour law restricts working hours
to 8hrs/day and 38hrs/week.
The level of the social security system is high
and provides for retirement, disability and
survivors’ pensions, sickness and maternity
pay, occupational diseases and unemployment benefits and family allowances.
The social security system is financed by
both, the employees (13.07% on the wages
& salaries) and the contributions of the employers (ranging between 32% and 40% of the
wages and salaries).
Healthcare in Belgium is provided by a mixture of public and private, non-profit hospitals and independent medical practitioners.
Most of the time the provided service is paid
directly by the patient and reimbursed later
on by the health insurance.
Carrying out European Activities
The economy is characterized by a highly
productive work force, high GNP and high
exports. Thanks to the highly educated workforce, the fact that most people are multilingual (Belgium has three official languages:
Dutch, French and German) and the open

minded spirit, Belgians can easily communicate and do business with their neighbours
and other countries inside or outside Europe.
Qualit y of life
Many highly ranked Belgian restaurants can
be found in the most influential restaurant
guides. Belgium is famous for beer, chocolate, (Brussels or Liège) waffles and French
fries. Contrary to their name, French fries also
originated in Belgium. The national dishes are
“steak and fries with salad”, and “mussels
with fries”. Belgium produces over 1100 varieties of beer. The Trappist beer of the Abbey
of Westvleteren has repeatedly been rated
the world’s best beer. The biggest brewer in
the world by volume is Anheuser-Busch InBev, based in Leuven.
Folklore plays an important role in Belgium’s
cultural life: there is a variety of processions,
cavalcades, parades, ‘ommegangs, kermesse’
and other local festivals, nearly always with an
originally religious background. An example
for the Walloon side of the country, the Carnival of Binche with the Gilles is very famous.
For the other side of the language border we
can mention for instance the Gentse Feesten, a
music and theatre festival in the city of Ghent.
Besides stage events there are random small
street acts such as mimickers, buskers, etc.
The festival starts on the Saturday before
July 21 (Belgium’s national holiday) and lasts
ten days. The last day (always a Monday) is
known as de dag van de lege portemonnees
(the day of the empty wallets) alluding to the
fact that many people have spent their last
penny at the festival, and is by the people of
Ghent seen as “their” day while the stream
of visitors from other places ceases. Aside of
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these two examples, many more festivities in
the various Belgian towns (big or small) can be
enjoyed.
Further developments
Since just over one year ago we established
the FUJIFILM Advance Print Technology Centre
(APTC). The APTC is located in Brussels, Belgium,
and focuses on demonstrating the entire Fujifilm
portfolio of digital print solutions. As such it allows all Fujifilm European subsidiaries and distributors to invite their customers to this central
facility for demonstrations and technical training
on equipment which due to budget or space restrictions is not available in their local region.
In view of the ongoing technological changes
in the imaging and graphic systems industries,
which are our core activities, we continue to explore new business and seek for new applications based on our photo experience and technologies. Following these endeavours, several
new projects are in a development phase with
possible applications in many different industries.
www.fujifilm.eu
www.fujifilm.com
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ジーシーヨーロッパ
会社概要
セクターと事業内容
株式会社ジーシーは 1921 年に日本の東京で
創業、日本国内グループ会社従業員数 1500
名を有するファミリー経営の歯科医療総合
メーカーです。現在約 600 種の製品を世界
100 カ国以上で販売しています。GC ヨーロッ
パ（在ベルギー、ルーバン）は株式会社ジー
シーのヨーロッパ現地法人で、ヨーロッパに
おける販売、流通、製造の拠点です。また
中東・アフリカの国々への販売活動も行って
おります。

ベルギーへの投資に至った主な理由
ルーバンは、フランドル地域の中心に位置
し、主要市場であるドイツ、フランスから
近いこと、歯科における重要なノウハウを持
つルーバン大学の存在が選択基準となりま
した。またヨーロッパの多言語コミュニケー
ションに対応できる優秀な人材が確保でき
たことや初期投資を低く抑えられたことも
理由のひとつです。
ベルギーのビジネス環境の評価

EU 本部やベルギー厚生省に近く、問い合わ
せや手続きが容易です。GC ヨーロッパは東
投資の成り立ち
欧や中東、アフリカなど EU 外の国にも支店
1972 年、 ジーシー はベ ル ギ ー のコ ートレ や営業拠点がありますので、外国大使館や
イに 最初 の支 店を 開 設しました。 1984 年 領事館へのアクセスが容易なことも重要で
にルーバンに移転し新社 屋と倉庫を開設、 す。また、ベルギーの輸送インフラは良く
1989 年の工場竣工後には初のベルギー製歯 整備されておりヨーロッパ諸国への出荷も
科製品を発売しました。
スムーズです。
今日に至るまで GC ヨーロッパは市場の様々
なニーズや要望にお応えすべく営業、マーケ
ティング活動はもちろんのこと生産性を向上
してまいりました。価値あるサービスや情報
をお客様にお届けするというジーシーの取
り組みの成果として 2008 年にはルーバンの

ベルギーの生活の質の高さは外国から優秀
な人材を受け入れる際に大きな魅力となっ
ています。また住民一人当たりの医師数の
割合は OECD 加盟国の中でもトップクラスを
誇り効率的な医療サービスが受けられます。
GC ヨーロッパでは社員一人一人の健康を考
敷地内に会議・研修施設の GC Campus を開 慮し、社員が受けられるサービスについてア
設し、歯科医師、歯科技工士、歯科衛生士、 ドバイスを行っています。
学生、営業担当者など、歯科知識を高めよ
うとする方々に向けた、様々な研修を行って GC ヨーロッパは国際的な環境でビジネスを
行っており、様々な国籍の社員が働いてい
おります。
ます。ベルギー人の多言語の使用と外国人
に対するオープンで偏見の無い環境は、外
主な実績
ジーシーは歯科業 界において日本のトップ 国人社員とその家族が日常生活を送る上で
メーカーであり、またヨーロッパを含む 世 役立っています。様々な国籍の社員が母国
界市場においても業界大手企業です。ヨー と同様の学 校、食べ物、コミュニティなど
ロッパ全体では 300 名、その内ルーバンに を見つけることが可能となっています。
は 100 名の従業員が働いています。 GC ヨー
ロッパの年間売上金額は約 1 億ユーロにの 財 政の点 から見ても ベル ギ ー は 社 会 保 障
ぼります。
制度や税制が安定した国と考えられていま
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す。ジーシーがヨーロッパの本社、製造、配
送拠点として、ルーバンに GC ヨーロッパを
設 立した際には、得られる収 益をヨーロッ
パ内にとどめ、買収や固定 資 産への投 資に
活用するという戦略的決定を下しました。
ベルギーにおけるビジネス成功のポイント
ベルギーは外国企業に財政、法規制、社会的
観点から安定した環境を、外国の優秀な人員
に対し定住に魅力的な環境を、提供していま
す。また、ヨーロッパの中心に位置しインフ
ラも整備されています。しかしながら高い社
会保障と引き換えに、他国と比較して高い所
得税や社会保険料が課せられる為、時に外国
人社員の定住の障壁となっています。
GC ヨーロッパは日本の株式会社ジーシーの
現地法人ですので、両者が異なる環境下で業
務を行っていく上で、時にカルチャーギャッ
プを埋める必要があります。ジーシーは文化
の違いを埋める試みを続けており世界共通の
しくみに基づいて業務を行っています。ジー
シ ー の モ ット ー Think globally, Act locally
はヨーロッパでの成功の秘訣です。

今後の事業展開について
GC ヨーロッパは成長企業です。組織やビジ
ネス活動の変化に対応し、数年毎に新しい
施設を設立しています。現在 GC ヨーロッパ
ではルーバンのオフィス拡張を計画しており、
2013 年 3 月の落成予定です。完 成の暁には
製造、物流機能を除いた全ての部署が同じ建
物で業務を行えるようになります。
長期的には、ヨーロッパの各市場で売上を伸
ばし、ユーザーニーズにお応えして、更に製
品ラインナップを充実させてまいります。
www.gceurope.com
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GC Europe N .V.
The Company
Sector & activities
GC Corporation, a family owned company
with 1,500 employees, is a manufacturer of
dental care products and was founded in 1921
in Tokyo, Japan. At present, it sells about 600
different products in more than 100 countries. GC Europe N.V. (Leuven, Belgium) is
the European subsidiary of GC Corporation
and functions as sales, logistics, and manufacturing base in Europe. It also coordinates
the sales activities for the Middle East and
African countries.
History of investment
In 1972, GC opened its first European branch
in Kortrijk Belgium. In 1984 GC Europe moved
to Leuven and constructed a new office with
warehouse. Upon completion of the factory
building in 1989, the company launched the
first dental product manufactured in Belgium.
GC Europe has continuously expanded its
production capacity, as well as its sales and
marketing activities in order to fulfill the diverse needs and demands of the European
markets. As a fruit of our endeavor to deliver
valuable service and information to its customers, GC Campus, a meeting and education center, was established in 2008 in the
same premises in Leuven. GC Campus offers
various kinds of dental training modules for
dentists, dental technicians, hygienists, students, sales representatives and others who
desire to enrich their knowledge in the dental
field.
Key Figures
GC is the market leader in the industry of dental products in Japan and is a major player
globally including in Europe. The company

employs 300 people in Europe, where 100 are
located in Leuven on a site of 4ha.
Its turn-over in Europe amounts to approximately EUR 100 million.
Key factors that led to the decision to
invest in Belgium
The central location in Flanders and its closeness to major markets such as Germany and
France, as well as the presence of the University of Leuven, a valuable know-how center in
dental technologies, were important selection criteria to set up a subsidiary in Belgium.
Furthermore, the quality of the workforce and
their multi-lingual competences allow excellent communication in several European languages.
Additionally the authorities provided financial incentives that allowed optimizing the
initial investment.
Evaluation of Belgian business
environment
The proximity to the EU headquarters and to
the Belgian Ministry of Health facilitates communication and registration processes. It is
easy to obtain access to embassies and representatives of foreign countries in Belgium.
This is important since GC Europe also has
branches and sales offices outside the EU,
such as in Eastern Europe, the Middle East
and Africa.
Transport infrastructure in Belgium is good
and products can be easily shipped to other
European countries. The high level of quality
of life attracts many foreign skilled employees
to come and work in Belgium. Furthermore,
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Belgium has an efficient healthcare system
with one of the best doctor to inhabitant ratios
in the OECD countries. GC Europe takes care of
its employees’ health, and provides them with
several benefits in that aspect.

However, a relatively high income tax and high
social charges compared to other countries (in
exchange for a high social protection) might
create a barrier for some foreign companies to
invest in Belgium.

GC Europe operates in an international environment and employs a wide range of nationalities. The multilingualism and the open attitude towards expatriates in Belgium make
foreign employees and their family members
comfortable in their daily life. Expatriates can
therefore find appropriate schools for their
children, food, associations and other activities which resemble their native country.

As mentioned above, GC Europe, located in
Belgium, is a subsidiary of GC Corporation, in
Japan. Both organizations operate in two different cultural environments. A priority therefore is to bridge the cultural gap that might
arise between the two organizations. Because
of the great efforts in this area, the organizations now operate in a common and unified
way in the world markets. GC follows the motto
“Think globally, Act locally” which led it to success in Europe.

From the financial perspective, Belgium is considered as a stable country in terms of social
security regulations and taxation.
A strategic decision was made when GC Corporation decided to establish GC Europe in
Leuven as the main operation in Europe, with
headquarters, production and distribution activities. The earnings generated by GC Europe
should remain in Europe and be used for acquisitions of companies and/or investments in
fixed assets.
Critical success factors of the
operation in Belgium
Belgium provides a stable fiscal, legal and social environment for a foreign company. Also for
skilled foreign workers who wish to stay in the
country for a long period of time, Belgium provides a nice and attractive environment to live.

Further developments envisaged
GC Europe is a growing company, and every
several years, a new facility is established to
meet the changes in the organization or because of the roll out of new business activities.
Currently, GC Europe is planning an enlargement of the office space in Leuven. The new
building will be completed and inaugurated in
March 2013. It will host all administrative and
HQ functions (hence excluding logistical and
production activities that are also present in
Leuven).
The long term objective of GC Europe is to increase sales results in several European markets and to add new products to its portfolio
that meet the needs of dentists.
www.gceurope.com

The other advantages are that Belgium is located at the heart of Europe and that its infrastructure is good.
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リエージュ大学と GIGA の概要
リエージュ大学は、ベルギーのワロニア地域
リエージュ市にあり、ベルギーのブリュッセ
ル・ワロニア連合の主要な公立大学です。リ
エージュ大学は、オランダのウィリアム 1 世
によって、1817 年に設立され、長い歴史と文
化を誇っています。 設立当初は、
リエージュ
の旧市街にすべての施設が置かれていました
が、その後、サール・ティルマン地区の森に
囲まれた広大なキャンパスに移りました。
リエージュ大学には、20 の学際研究センター
があります。最近では 2005 年に、応用ゲノ
プロテオミクス学際クラスター（GIGA）が発
足しました。GIGA は、大学病院の中に設置
されています。 建築家シャルル・バンデン
オーブによって設計され、1986 年に建設さ
れたガラスの天井とモダンな内装で有名な
建物です。
リエージュ大学は ､ 学生数約 20,000 人（う
ち、外国人学生 4,600 人）、教職員数 4,300
人（うち、教員 2,800 人、職員 1,300 人）の
大 規模な大学です。9 学部（哲学文学、法
政治学、科学、医学、エンジニアリング・コ
ンピューターサイエンス（応用科学）、 獣医
学、ジャンブルー・アグロ・バイオテック - ア
グロノミカル・サイエンス & バイオロジカル・
エンジニアリング（ジャンブルー・キャンパ
ス）、心 理学・教育学、建築学）、HEC 経営
学院（経済、経営、ビジネス・エンジニアリ
ング）、J. コンスタン犯罪学大学院（法政治
学部の一部）の 2 校、リエージュ大学社会
科学インスティチュート（社会学、人文科学）
によって構成されています。
リエージュ大学内には ､ 全学で 530 の研究
ユニットがあり、1,500 人の研究者を雇用し
ています。競争的研究のために ､ 年間 7,500
万ユーロの公的補助金を受け、5,000 万ユー

ロの民間・企業パートナーからの研究資 金
を得ています。リエージュ大学では、 現在
5,000 以 上の 研究 契 約を結んでおり ､ EU
の研究技術開発プログラム FP6 においては、
すべての重要テーマをカバーし、65 のプロ
ジェクトに参加しています。
GIGA は、バイオテクノロジーの分野の研究
開 発において重 要な 地 位を占めています。
学問的研究、専門企業、研究に付加価値を
つける組織、職業教育組織が統合され ､
高いレベルまで発達した、ベルギーにおい
てユニークな存在であり、欧州全体を見て
も数少ない貴重な組織のひとつです。オープ
ンなラボ、設備の共用という GIGA のイノベー
ションのコンセプトは、学際研究、研究と
企業の緊密な協力を推進します。
GIGA には、7 つのテーマに分かれた研究ユ
ニットが ありま す。GIGA- 癌、GIGA- 遺 伝、
GIGA- 開発・ステムセル・再生医学、 GIGA感 染・免疫・炎 症、GIGA- 神経科 学、GIGA信号変換、GIGA- 生物学・生化学体系です。
日本との協力
GIGA- 感染・免疫・炎症ユニットの細胞・分
子免疫学研究室が、ワクチンの分野におけ
る研究活動の中で、ワクチンアジュバントと
して現在最も広く使われているアルミニウム
塩（アルム）の作用のメカニズムに興味を持
ちました。研究の結果は、アルムが、注射さ
れた場所の宿主細胞 DNA のリリースを誘導
することにより ､ 免疫システムを活性化し、
ワクチンの反応を強化することを示唆してい
ました。示唆された効果のメカニズムを解読
するために、大阪大学の審良静夫教授研究
室の石井健助教授（現在は同大学教授）に
コンタクトを取りました。石井教授は、免疫
及びワクチンにおける細胞内、細胞間シグナ
ル伝達の世界的な権威であり、GIGA の研究
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にとって興味深いモデルを開発していました。

研究活動及び日本との協力の今後の見通し

石井教授のチームは、すでに GIGA の研究結
果を補完する研究結果を挙げていました。両
チームは、積極的に協力し合うことで、競争
の激しいアジュバント科学の分野で ､ 両者
にとって最も効率よく研究を完成することが
できると言う結論に達しました。GIGA は共同
作業の一環として、GIGA の研究室で研究を
担当している大学院生のトマ・マリシャルを、
残っている実験のセットアップと実施を支援
するために日本に送りました。

大学や研究機関は ､ 協働や、人材、動物、細
胞などの交換に慣れているので、このような
結果を生 んだ研究は、研究活動の発展によ
り、他のテーマでも、プロジェクトにつなが
る可能性があります。

この 実り豊 かな 協働により研 究は 完 成し ､
最 先 端 の 医 学 誌 で あ る Nature Medicine の
2011 年 8 月号に掲載されました。ワクチンア
ジュバントがどのように作用するかを理解す
ることを助けるこの研究は、新しいワクチン・
フォーミュラ開発の展望を開く可能性のある
ものです。

www.giga.ulg.ac.be
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Description of the universit y/research
institution
The University of Liege (ULg), in Liège, in the
Region of Wallonia, Belgium, is a major public
university in the Brussels-Wallonia Federation
of Belgium. To show a glimpse of its historical
legacy of culture and teaching, William I of the
Netherlands founded the ULg in 1817. Although
it was at the origin entirely located in the historical center of Liege, a large part of the University
has since moved to the vast and wooded university campus of the Sart-Tilman city district.
The ULg inaugurated the newest of its 20 interdisciplinary research centers, the Interdisciplinary Cluster for Applied Genoproteomics
(GIGA) in 2005. The GIGA is located on the site
of the University Hospital (CHU), famous for
its monumental glass roof and contemporary
interior design, created by architect Charles
Vandenhove and built in 1986.
The University of Liege is a large university,
with approximately 20,000 students, including
4,600 foreign students and 4,300 employees
(2,800 faculty members and 1,300 administrative and technical support staff). The University
of Liège comprises 9 Faculties (Philosophy and
Letters, Law and Political Science, Science,
Medicine, Engineering and Computer Science
(Applied Science), Veterinary Medicine, Gembloux Agro-Bio Tech-Agronomical Science and
Biological Engineering (at the Gembloux campus), Psychology and Education, and Architecture), 2 schools, the HEC Management School
(Economics, Management & Business Engineering) and the J. Constant Graduate School
of Criminology (part of the Faculty of Law and
Political Science) and one institute, the ULg Institute for Social Science (Sociology & Human

Sciences). The ULg harbors 530 research units
in all disciplines, which employ over 1,500 researchers. It receives yearly EUR 75 million of
public financing for competitive research, and
EUR 50 million funding for research from private
and industrial partners. ULg currently runs over
a thousand research contracts, including 65
projects of the FP6 of the European Union, covering all thematic priorities.
The GIGA is a large pole of research and development of activities in the domain of biotechnologies. It is a unique structure in Belgium, and one
of the few examples of Europe where such a level
was developed of integration between academic
research, specialized enterprises, structures of
valorization of the research and organisms of
professional formation. The innovative concept
of the GIGA (open labs and shared material) favors interdisciplinarity and tight cooperation between research and industry.
The GIGA comprises 7 thematic research units
(GIGA-Cancer, GIGA-Genetics, GIGA-Development, Stem Cells and Regenerative Medicine,
GIGA Infection, Immunity and Inflammation,
GIGA-Neuroscienes, GIGA-Signal Transduction
and GIGA Systems Biology & Chemical Biology).
Evaluation of collaboration with
Japanese businesses
As part of its research activities in the field
of vaccination, the Laboratory of Cellular and
Molecular Immunology of the GIGA Infection,
Immunity and Inflammation got interested
in the mechanisms of action of the currently
most widely used vaccine adjuvants, aluminium salts (alum). The results indicated
that alum might work by inducing the release
of host cell DNA (deoxyribonucleic acid) at
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sites of injection, thereby triggering the immune
system and boosting the vaccine response. As
part of the efforts to decipher the mechanisms
implicated in these effects, the lab contacted Dr
Ken J. Ishii, at the time an associate Professor in
Prof. Shizuo Akira’s laboratory and now a Professor at the University of Osaka. Prof. Ishii is a
world-leading expert in the field of nucleic acid
signalling in immunity and vaccination, who developed models of interest to the study of GIGA.
Prof. Ishii’s team already had generated results
complementary to GIGA’s own, and both teams
came to the conclusion that an active collaboration would allow us all parties to most efficiently
complete the research in the very competitive
environment of adjuvant science. As part of
this collaborative effort, GIGA sent Thomas
Marichal, the graduate student in charge of the
study in GIGA’s laboratory over to Japan, to help
set up and perform remaining experiments.

This fruitful collaboration led to the completion
of a study published in the frontline medical
periodical Nature Medicine in August 2011. This
work, which helps understanding the modes of
action of vaccine adjuvants, could open perspectives in the development of novel vaccine
formulations.
Further developments envisaged
(for both research activities
and collaboration with Japanese
businesses)
This efficient collaboration could lead to other
projects on different topics according to the
evolution of the research. After all, universities
and research centers are used to collaborate
and exchange material, animals and cells.
www.giga.ulg.ac.be
Release of host DNA on the surface on an alum depot
at an injection site in vivo.
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ホンダ
会社概要
ベルギーにおけるホンダの沿革・略史
ベルギーにおけるホンダの経歴はホンダ・ベ
ルギーが初の海外生産工場としてアールスト
市に創業された 1962 年に始まります。今日、
ホンダ・ベルギー株式会社としてヨーロッパ
での部品の製造販売を手掛けています。
1970 年代にヨーロッパでのホンダの自動車
事業が拡大していくに従い、車両の受け取
り及び引き渡し前のオペレーション行うため
の基地が必要となってきました。そのため、
1978 年にホンダ・ヨーロッパ株式会社がゲ
ント市に設立されました。同時に、欧州（ヨー
ロッパ）での部品の販売のための製品保管
所も設置されました。
1994 年に、ヨーロッパの OEM（相手先商標
製造会社）への流通販売を担うヨーロッパ・
エンジン・センターが開設されました。
2001 年には、オートバイ保管のための新し
い倉庫が設置されました。

ホンダ・トレーディング・ヨーロッパは世界
的ホンダ工場への生産部品・原料物質・機
器の輸出入を行っています。
1982 年以降、アールスト市にあるホンダ・レー
シング会社はモーターレース・グランプリ期
間中、ホンダチームを組織的・技術的に支
援しています。
そして、アシモ・スタジオはホンダの有名な
人 型ロボットの欧 州本部としての、役割を
担っています。
ベルギーのホンダにはおよそ 1,000 人の従
業員が、そしてホンダ販売店には約 600 人
の従業員が雇用されています。
ベルギーのホンダの粗利益は、およそ 10 億
ユーロです。
ホンダ・ヨーロッパ株式会社 － 国境のない
物流業務

1977 年創業のベルギー・アールスト市のホ
ンダ・モーター・ヨーロッパ株式会社は認証
及び規定を取り扱っています。

1979 年 に 事 業 を 開 始 して 以 来、 ホ ン ダ・
ヨーロッパ株式会社のベルギーへの投資額
は 2 億 5400 万ユーロです。当社の粗利益は
1981 年 の 8250 万ユーロから、現 在は 6 億
6600 万ユーロに増加しました。ゲント市に
あるホンダの全敷地面積は 1978 年の 32 万
9 千平方メートルから、現在は 71 万平方メー
トルへと拡大しました。ホンダ・モーター・
ヨーロッパ株式会社はベルギーにおいては
650 人以上の社員が、ヨーロッパにある物
流センターでは約 300 人の社員が雇用され
ています。

さらにアールスト市のホンダ・アクセス・ヨー
ロッパは、1992 年以降、対ヨーロッパ・アフ
リカ・中東のホンダ部品の購買、販売、開
発を行っています。

物流センターはゲント港に位置し、欧 州全
土に約６万台の乗用車、35,000 台のオート
バイ、202,000 点の 電 気 製 品 及び 3,500 万
個の部品の配送を行っています。

ベルギーにおけるホンダのその他の事業
ゼリク町のホンダ・ベルギー営業所は、ベル
ギー・ルクセンブルクでの自動車、オートバ
イ、電力設備と舶用機器の販売に携わって
います。
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これらの製品・部品を保管するために、ホン
ダ・ヨーロッパ株式会社は 48 万平方メートル
の駐車区域と倉庫内で、16 万平方メートル以
上の保管スペースを有しています。
ヨーロッパ・エンジン・センターは 1 年に 70
万台以上のエンジンを販売・配送を行ってい
ます。
データを効果的に管理するため、ホンダ・ヨー
ロッパは情報システム課を設置し、ヨーロッ
パにおけるホンダ組織のための、販売・物流
及び保証システムを管理しています。情報シ
ステム課は 370 個のオンライン・サーバーを
管理し、65 テラバイトのオンライン記憶容量
を有しています。
ヨーロッパにおいてはドイツ、英国、イタリア
に当グループの研究施設があります。

ス地域は必ずしも起業家の立場を考慮してい
ないとか、職員の解雇が難しいと信じる投資
家もいますが、ホンダはそれとは逆に、他の
ヨーロッパ近隣諸国に比べて容易であると確
信しています。
労働組合の役割は日本のそれとは異なります
が、ゲント市にある工場は労使関係が良好で、
相互の信頼関係が厚く労働争議は皆無です。
教育、訓練及び人的資源
ベルギー教育制度はヨーロッパでもトップレベ
ルの一つに数えられ、優れた基本的能力と労
働倫理を持つ労働力を生み出しています。
ベルギー人従業員は勤勉で、事業と会社をた
ゆまず改善していく「改善アプローチ」に積
極的協力を惜しみません。従業者は一般的に
強い愛社精神を持つ一方、仕事と生活のバラ
ンスを大事にする傾向があります。

ベルギービジネス環境の評価
一般
EU 加盟国として、ベルギーは安定したビジネ
ス環境を提供しています。さらに、ベルギー
はユーロ通貨国であるため、安定した強固な
経済的地位を保っています。

隣国と比べて、労務 費は 2 割高いと認 知さ
れていますが、労働力の質とベルギー物流上
の長所を考慮すれば相殺されると考えられま
す。

ベルギーにおいては労働組合の存在が大きい
のですが、一般的には、まれに起こる労働問
題を協力的な雰囲気の中で解決しようとする
傾向が強く、顧客を念頭に置いた上で、常に
合意を目指しています。

インフラストラクチャー
ベルギーはヨーロッパのほぼ中央に位置して
おり、ロンドン、パリ、フランクフルトやアム
ステルダムなどの主要都市へは 300 キロメー
トルの範囲内にあります。英国へはイギリス
海峡を越えて容易に到達できます。三大港の
アントワープ、ゲント、ゼーブルージュを通じ
て海へのアクセスもあります。輸送インフラス
トラクチャーは、1,700 キロメートル以上の高
速道路、約 3,500 キロメートルの鉄道及び約
1,500 キロメートルの内陸可航水路があります。

人事・労働組合の役割
ベルギーの社会体制は複雑と言われています
が、他国も同様であると言えます。フランダー

法制、税制及び財政事情
立法がヨーロッパレベルと国レベルで行われ
るため、状況が複雑になる可能性があります。

ベルギーの首都ブリュッセルはヨーロッパの
意思決 定の中心地であるため、産業 界の声
が欧州委員会に伝わりやすいと言えます。

0
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その一方、当局は産業を支援しつつ、同時
に法的要件を満たす手続きの考案に協力的
です。したがって、協力の精神や当局との
信頼関係を育てることは大変大切です。
助成金はホンダにとってはさほど重要では
ありません。当社は「自給自足」を目指して
います。33.99％という名目上の税率はみな
し利息控除制度等の措置により大幅に削減
できます。ベルギーの課税水準は周辺国と
同レベルであると言えます。

•

•
•

•
生活の質
ベルギーにおける生活の質は、非常に高水
準で、日本人も容易に生活することができ
ます。 さまざまな種類の料理、スポーツ施
設、文化行事や、日本人学校も含めた学校
があり、ほとんどあらゆる生活スタイルを
保つことが可能です。医療の水準の高さは、
外国でも高い評価を受けています。質の高
いゴルフ施設はベルギー滞在中の日本人に
も好評を博しています。
ベルギーにおける営業の成功要因
総括的評価
ホンダはベルギーと密接な関係を持ってい
ます。ホンダが 1962 年に設立したベルギー
の工場は、当社にとって初めての海外工場展
開でした。しかも、ベルギーにとっても初
期の外国企業による工場でした。当時、ホ
ンダはベルギー政府から多大な支援を受け
たため、ホンダの創業者である本田宗一郎
はベルギーに格別な好意を抱き、長年にわた
り東京の日本・ベルギー協会の会長を務めま
した。この長年にわたって育まれてきたベル
ギーとホンダとの関係のおかげで、今日に至
るまで多くの問題が解決されてきました。
肯定的要素
• ベルギーは EU（欧州連合）内で重要な経

済地域の中心にあり、ブルー・バナナ地
帯と呼ばれる自動車部品供給にとって重
要な地域に位置してます。
従業員は勤労精神を持っており、また、
多数の言語を使いこなせる人材が多いと
言えます。
高度な技能を有する労働力が得られます。
ベルギー当局は、一般的に産業を支援す
る方針で、
「安定した法制」や「利用しや
すい」法律上の手続きを継続的に期待で
きます。
コーポレート・ガバナンスが良いと言えます。

否定的要素
• ヨーロッパのほとんどの大都市でも同様
ですが、交通量の増加は道路混雑をさら
に増大させています。
• 高齢化が進む一方、ベルギーは未だに年
金受給資格年齢が比較的低い（55 歳から
の早期退職制度が通例）と言えます。
さらなる進歩への展望
ホンダ・ヨーロッパ株式会社はヨーロッパの
ホンダ・グループの中でも非常に成功してお
り、欧州市場における部品・製品流通にお
いてベルギーの長所を最大限に活用してい
ると言えます。ホンダ・ヨーロッパはさらに
充実したサービスを市場に提供するために、
一層努力していく所存です。 その一例とし
て、ゲント市にコンタクト・センターを設立
しました。さらに活動の効率を高めるため
に、2012 年にいくつかの投資を予定してい
ます。
近い将 来、品質・コスト・配送の点で優れ
た物流の提供者という立場を維持するため
に操業を最適化し、投資を強化しようと考
えております。
www.hondaeurope.be
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HONDA IN BELGIUM SHORT HISTORY
Honda’s experience in Belgium started in 1962,
when Honda Belgium was established in Aalst,
as the first overseas manufacturing plant. Currently, Honda Belgium Factory NV is responsible for the production and distribution of body
parts in Europe.
In the 1970s, the car business of Honda in Europe was developing and a base was needed
to receive cars and to ensure their pre-delivery
operations. For this purpose, in 1978 Honda
Europe NV was established in Ghent. At the
same moment, a warehouse was build to ensure parts distribution in the European region.
In 1994, the European Engine Center was established and took the responsibility for the
sales and distribution of engines to OEM’s in
Europe.
2001 was the year when a new warehouse was
inaugurated for the storage of motorcycles.
MORE HONDA ACTIVITIES IN BELGIUM
The Honda Belgium Sales office, located in
Zellik is responsible for the sales in Belgium
and Luxembourg of cars, motorcycles, power
equipment and marine equipment.
Honda Motor Europe Ltd., founded in 1977 and
located in Aalst, is dealing with homologation
and regulations.
Also in Aalst, Honda Access Europe has been
purchasing, selling and developing Honda accessories for Europe, Africa and the Middle
East since 1992.
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Honda Trading Europe deals with the import
and export of production parts, raw materials,
machines and tools for Honda factories worldwide.
Honda Racing Corporation, since 1982 located
in Aalst, is providing organizational and technical support to the Honda teams during the
Moto GP races.
Finally, the Asimo Studio acts as the European
headquarters for Honda’s famous humanoid
robot.
Honda currently employs in Belgium about
1,000 people directly. The Honda dealerships
employ about 600 people.
The turnover of Honda in Belgium is about EUR
1 billion.
HONDA EUROPE NV – LOGISTICS WITHOUT
FRONTIERS
Since the start of its activities in 1979, Honda
Europe NV invested EUR 254 million in Belgium. The turnover of the company has increased from EUR 82.5 million in 1981 to EUR
666 million currently. The total surface of the
Honda premises in Ghent has increased from
329,000 m2 in 1978 to 710,000 m2 currently.
Honda Europe NV employs more than 650
people in Belgium and about 300 in logistics
centers located in Europe.
The logistics center located in the Port of
Ghent manages the delivery to all over Europe
of about 60,000 cars, 35,000 motorcycles,
202,000 power equipment products and 35
million spare parts.
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To assure the storage of those products and
parts, Honda Europe NV disposes of 480,000
m2 of parking area and of more than 160,000
m2 of storage space in warehouses.
The European Engine Center sells and distributes more than 700,000 engines per annum.
For effective data management, Honda Europe has the Information Systems division,
that takes care of sales, logistics and warranty systems for the Honda organization in
Europe. It controls 370 servers online and has
the online storage capacity of 65 Terabite.
In Europe, the group has research facilities in
Germany, the United Kingdom and Italy.
Evaluation of the Belgian business
environment
General
Belgium, as a Member State of the European
Union, offers a stable business environment.
Since Belgium is also part of the European
currency, the Euro, this adds to a reliable and
strong economic position.
Brussels, the capital of Belgium, is also the
center of European decision making, which
makes it very easy to ensure that the voice of
the industry is heard by the European Commission.
Education, human resources and the
role of trade unions
The education system in Belgium is one of the
strongest in Europe and delivers a workforce
that offers excellent basic skills and work ethics. The Belgian employees are hard workers
and are happy to cooperate positively with

the kaizen approach to achieve continuous
improvement of the business and the company. The employees generally display a big
loyalty to the company though they also appreciate a good work-life balance.
Although the labor cost is perceived 20%
higher compared with surrounding countries,
it is offset by the quality of the workforce and
by the logistical advantages of Belgium.
The social system is complex in Belgium but
so is in other countries. Some investors may
have the perception that Flanders is not always friendly to entrepreneurs. Some may
believe that it is difficult to lay off personnel.
Honda is convinced of the contrary. Actually,
it is relatively easy to do so when compared
with surrounding countries.
The role of the trade unions is different from
that in Japan. Although the trade unions are
very much present in Belgium, there is always
a real willingness to solve the rare conflicts in
an atmosphere of cooperation with the aim to
reach a consensus and with the concern not
to affect the customers.
Infrastructure
Belgium is centrally located in Europe. Major
cities, such as London, Paris, Frankfurt and
Amsterdam, are within a range of 300 km.
The United Kingdom is easily accessible via
the Channel Tunnel. Access to the sea is via
the three main ports: Antwerp, Ghent and
Zeebrugge. The Belgian infrastructure is comprised of more than 1,700 km of motorways,
about 3,500 km of railways (of which the majority is electrified) and about 1,500 km of inland navigable waterways.
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Legal, financial and fiscal environment
The fact that legislation is developed at the European and national levels sometimes makes
things complex. However, the authorities are
usually supportive to work out processes that
support the business and at the same time still
are in line with the legal requirements. It is
therefore very important to develop a spirit of
cooperation and trust with those authorities.
Subsidies are not of importance to Honda. The
company wants to be ‘self-sustainable’. The
nominal taxation level of 33.99% can be reduced substantially with the Notional Interest
Deduction and other measures. The level of
taxation in Belgium is comparable to those in
surrounding countries.
The qualit y of life
The quality of life in Belgium is of a very high
standard. Japanese people can settle in very
easily. The variety of food, sports facilities,
cultural events and schools (there is even a
Japanese school) can offer nearly any life style.
The high standard of medical care is renowned
internationally. The high quality of golf facilities are much appreciated by the Japanese living in Belgium.
Critical success factors in Belgium
Overall evaluation
Honda has very close ties with Belgium. When
Honda established its factory in Belgium in
1962, it was the first factory abroad by the
company. It was also one of the first foreign
manufacturing companies established in Belgium. At the time, Honda received a lot of support from the Belgian government. Mr. Soichiro
Honda, the founder of Honda Motor Company,
was very fond of Belgium.

For many years, he was the President of the Japan-Belgium Society in Tokyo. These long-term
relationships between Belgium and Honda
help us to solve many problems even now.
Positive factors
Belgium is in the center of an important economic region within the European Union. It is
situated in the blue banana area that is an important region for automotive supply.
• The employees have a positive working
spirit and are in most cases multilingual.
• There is an availability of highly skilled
workforce.
• The Belgian authorities are generally supportive of the industry. It is hoped that they
will maintain a ‘stable legal environment’
and ‘accessible’ legal arrangements.
• There is a good sense of corporate governance.
Negative factors
• The increase of road traffic leads to more
frequent road congestions though this is in
common with most large European cities.
• Although the population is ageing fast,
Belgium still allows people to go on pension
at a relatively young age (bridge pension as
from 55 years old on is common).
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Further developments envisaged
Honda Europe NV is very successful in the
Honda group in Europe, taking full advantage of Belgium’s assets for the distribution
of parts and products in the European market and beyond. Honda Europe will further
enhance its competence to serve the market
even better. To this end, a contact center has
been established in Ghent and several investments will be carried out in 2012 in order to
increase the efficiency of the operations.
In the near future, we will further optimize and
invest in our operations to maintain our status of the excellent logistics provider in terms
of quality, cost and delivery.
www.hondaeurope.be

ナノエレクトロニクス分野の世界的セン
ターオブエクセレンス

10 IMEC
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ナノエレクトロニクス分野の世界的センター
オブエクセレンス

広く、フランダース地方のみならず国際的に
も開かれています。

歴史と実績
IMEC は世界をリードする独立研究機関です。
IMEC はベルギー・フランダース地方政府の支
援を受け、1984 年に NPO 法人として設立さ
れました。IMEC の設立目的はナノエレクトロ
ニクス分野の技術革新を通じて人類社会が抱
える技術課題の解決に貢献することです。

1984 年の設立以来、IMEC の知的財産と支援
によって 35 の ベンチャー企業が生まれまし
た。これらの企業は省エネルギービルディン
グ技術、太陽電池製造、先端イメージング技
術、位置情報システム技術、医療用デバイス
技術、LSI 設計技術などの種々の分野で活動
しています。

IMEC は自らの学問的知識と、情報通信・ヘル
スケア・エネルギー分野の世界的企業との連
携によって革新的な技術を生み出してきまし
た。IMEC は大学と企業との架け橋となり、社
会に役立つ産業技術の発展に寄与してきまし
た。最先端の研究開発施設に世界中から優秀
な人材が集まり、豊かで持続可能な社会の構
築を目指して技術開発に取り組んでいます。

日本企業との協業
IMEC は 20 年以 上前から日本企 業や 大学 等
との連携実績があります。最初の IMEC 東京
セミナーは 2001 年にベルギー大使館の支援
を得て開催されました。以 来、IMEC 東 京セ
ミナーには毎年多数の企業幹部の方々や学界
を代表する方々のご参加をいただき、昨年は
IMEC Technology Forum (ITF) と名称を変更し
ました。東京のホテルニューオータニで開催
IMEC はベルギー王国ルーベン市に本部があ いたしました 2011 年の ITF には 350 名の方々
り、オランダ、台 湾、インド、米 国、中 国、 が参加されました。
日本に事務所があります。IMEC には 2000 名
以 上の研究員が在籍し、そのうち約 400 名 ITF 2011 では、最新のナノエレクトロニクス技
が企業からの派遣研究員であり、200 名強が 術動向や市場動向について IMEC のパートナー
客員研究員（博士課程の学生とポスドク）で 企業および関連する企業の皆様と議論いた
す。日本企業や大学から派遣された日本人研 しました。このようなセミナーに 350 名近い
究員は 65 名以上が在籍しています。IMEC に 皆様が参加されることは、日本のハイテク産
在籍する研究員の国籍は 70 ヶ国以上に上り 業の皆様が、組織を越え国境を越えた共同
研究開発が技術革新の最前線に立つために
ます。
必須であると考えていることを示しています。

2011 年、IMEC の総収入は約 300 百万ユーロ
（100 円 換 算 で 300 億 円）でした。内 訳 は、
政 府からの支 援 15%、EU プロジェクト 5%、
企業からの委託共同研究 80% でした。

IMEC は技術開発を加速するために世界中の
企業と連携して共同研究開発を行う場を提供
してきました。日本でもこの活動をさらに拡
大したいと考えております。

IMEC アカデミーは先端技術に関するセミナー
や教育プログラムの実施を担当しています。
テーマは情報通信技術、LSI 設計、システム
設計、生物学、マルチメディアなど多岐に亘
ります。受講対象者は大学から産業界まで幅

日 本 企 業 の 皆 様 は過 去 10 年 以 上 に 亘って
IMEC プログラムに参加されてきました。シリ
コンプロセス技術からデバイス技術、ヘルス
ケア応用や低消費電力無線通信 LSI の開発な
ど様々な IMEC プログラムに参加されています。
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オープンイノベーション
「共同研究による技術革新」は IMEC が長年
培ってきた 方法です。IMEC のオープンイノ
ベーションモデルでは、競争領域の前段階
にある技術開発のコストはリソースやリスク
を分かち合うことで低減することができま
す。共同研究開発の成果やノウハウも共有す
ることになります。
IMEC はヘルスケア、エネルギー、情報通信
分野のトップ企業と共同研究開発を行って
おります。主要な製造装置メーカーおよび
材料メーカーとは次世代デバイスプロセス
技術を目指して共同研究開発を行っており
ます。IMEC は世界の数百の大学や研究機関
とも連携しております。さらに、IMEC は幅
広い分野で EU 研究プログラムにも参画し、
長期的な基礎研究や将来技術の研究開発を
行っております。

オープンイノベーションの考え方は、当初、
日本企業の皆様には馴染みのないものでし
た。しかし現在では、多くの日本企業の皆
様にご理解いただき、コスト・リスク・成果
を分かち合って IMEC プログラムにご参加い
ただいています。駐在研究員の皆様は IMEC
チームの一員となり、他の企業から派遣さ
れた駐在研究員の皆様と一緒に研究開発に
邁進されています。
さらなる連携への期待
今後も増え続ける研究開発コストに対して、
多くの企業がオープンイノベーションを掲げ
る研究機関やコンソーシアムに参画するよう
になると予想されます。ハイテク産業分野
で活躍する日本企業の場合には必然的な状
況であると思われます。
IMEC のビジネスモデルは、日本企業が必要
とする最先端プロセス技術、デバイス技術、
応用技術を共同して開発するために最も適
していると自負しております。実際、その結
果として、数社の日本企業がすでに IMEC 施
設の中にその会社独自の研究開発センター
を設置しています。さらに多くの日本企業が
IMEC 施設の中に研究開発センターを設置さ
れることを期待しております。
www.imec.be

オープンイノベーションの考え方は、当初、

10 IMEC
Imec- a global center of excellence in nanoelectronics
History, facts and figures
Imec is a world-leading independent R&D institute, founded in 1984 by the regional government of Flanders as a not-for-profit organization. Its objective is to contribute to solutions
for the grand societal challenges through innovations in nano-electronics.
Imec leverages its scientific knowledge with
the innovative power of its global partnerships in ICT (information and communication),
healthcare and energy. Imec delivers industryrelevant technology solutions and builds a
bridge between the academic environment
and industry. In a unique high-tech environment, its international top talent is committed
to providing the building blocks for a better life
in a sustainable society.
Imec is headquartered in Leuven, Belgium,
and has offices in The Netherlands, Taiwan,
India, USA, China and Japan. Its staff of 2,000
includes about 400 industrial residents and
more than 200 guest researchers (PhDs and
postdocs). The people working at imec represent over 70 nationalities, including more than
65 Japanese researchers from industry and
academia.
In 2011, imec’s revenue (P&L) was about EUR
300 million. The research grants from the local governments comprise 15% of the total
budget; European projects contribute about
5%, whereas the industrial sponsoring covers
about 80 % of the total budget.
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The imec academy offers a portfolio of standard and custom advanced training seminars
and courses. The topics of the courses range
from ICT Process technology and chip- and system design to biology and multimedia. Training
is provided to academia and industry, both locally and internationally.
Since 1984, 35 new companies have been
started based on imec’s IP (intellectual property) and backed by imec knowhow and support. These companies have developed activities in such wide-ranging activities as energy
efficient building, solar cell manufacturing,
advanced imaging and positioning systems,
medical devices, and specialty chip designs.
Collaboration with Japanese businesses
Imec’s interaction with Japanese companies
and institutes started about 20 years ago. The
first imec executive seminar in Tokyo was held
in 2001 with support from the Belgian Embassy. Since then, the yearly seminar has attracted
a large number of high level industrial executives and representatives from the Japanese
academia and has recently been transformed
into the imec technology forum (ITF) Japan.
The 2011 ITF Japan edition, held in The New
Otani Hotel in Tokyo, was attended by close to
350 participants.
At this forum imec gives its partners and potential partners an update on nano-electronicsbased market trends, its strategy and research
results. The close to 350 executives attending
the seminar demonstrate that also the Japanese high-tech industry believes that collaborative innovation across organizations, across
countries and continents is more than ever
crucial to remain at the forefront of innovation.
Imec has always strived to set up strong and
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creative relations with the industry worldwide
to accelerate innovation and is committed to
further expand this in Japan.
Over the last decade, Japanese partners have
participated in a wide range of imec programs,
ranging from basic silicon process and device
technology, advanced wireless communication techniques to novel applications in the
fields of health care and sustainable energy.
Open innovation
Better innovation through collaboration this
is a vision imec has pioneered and kept fostering. In an open innovation model, as used by
imec, the cost of precompetitive R&D is kept
under control by sharing the resources and
the risks and leads to a sharing of the results
and benefits of the joint research programs.

ers from other partner companies.
Further developments envisaged
In view of the ever increasing R&D costs, it is
envisaged that more and more companies will
join institutes and consortia working according to the principles of open innovation. This
is even more the case for the Japanese companies active in the high tech area.
We strongly believe that the imec business
model is ideally suited to jointly develop the
newest technologies, devices and applications needed by the Japanese partners. That
is why several Japanese companies already
established an R&D center on the imec campus. We are convinced that more companies
will follow in the future.
www.imec.be

Imec is doing R&D with leading companies
working on solutions for health care, energy,
or communication. With major tool manufacturers and material suppliers, imec develops
tomorrow’s market-leading ICT devices, processes and technologies. Imec also works
with hundreds of universities and research
institutes from over the world. In addition,
imec participates in, or coordinates a broad
range of EU research programs. This concerns
long-term research into future technologies
and applications.
The open innovation scheme, when presented, was rather new for most Japanese partners. However the Japanese companies very
much enjoy the principles of sharing of cost,
risk and results.
They also like the fact that their resident researchers become a member of the imec
team, working together with visiting research-
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カネカ・グル ープ
ビジネスの概要
Kaneka Belgium N.V. は、1970 年に㈱カネカ
（当時は、鐘 淵 化 学工 業）の 海 外 基 幹工場
第一 号としてベルギー 国フランダース地 域
アントワープ州のウエストロー 市に設立され
ました。 塩化ビニール製品の強化剤である
Impact Modifier の製造販売を目的とし、1973
年に操業を開始しました。その後、他の機能
性樹脂、発泡樹脂製品の生産ラインを拡充し
ました。 2011 年にドイツの大手化学企業か
ら、アクリル系モディファイヤーの製造・販売
事業を買収しました。
一方、カネカ本社からの精密化学品・機能性
食品・医療器などを輸入して EU 内で販売す
る目 的 で、1994 年 に Kaneka Pharma Europe
N.V. が設 立されました。同社は、2010 年に
バイオメデイカルのフロンティア企業である
Eurogentec 社（リエージュ市）を買収し、事
業領域を拡大しました。
Kaneka Europe Office は、食 品・繊 維などの
分野での本社取引をサポートすると共に、新
規事業拡大を企画中です。
上記の事 業 群以 外に、R&D 分野で、半 導体
研究を主体とするベルギーの著名な研究機
関である IMEC 社と次世代太陽光発電セルの
共同研究を行なっています。
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様、環境安全等に係わる規制は種々あります
が、欧州内で比較する限りは、ベルギーで特
に不利な点はありません。
インフラについては、十分整備されていると
思います。
人材としては、特に技術・研究系で優秀な人
材の確保が可能です。但し、総じて、人件費
は欧州内でも高いゾーンにあり、多くの人員
を必要とする事業には不向きだと思います。
従って、常に最小限の人員での効率の良い事
業運営が求められています。
ベルギー の法 人税（現 在の名目上の税 率は
33.99%）は近隣諸国と比べて割高ではあり
ますが、種々インセンテイブがあり、実効税
率を低減することが可能です。
R&D 活動については、前述した優秀な技術系
人材をベースに、日本とほぼ同等の活動を行
うことが可能です。
日本人駐在員にとって、世界の他の地域と比
べて、質の高い生活を期待することができます。

ベルギーの事業環境の評価
政治や経済の安定度の観点からは投資環境
は良いと言えますが、人件費を中心とした事
業の運営コストはかなり割高で、しかも今後
さらに上昇が見込まれ、それらを勘案すると、
新規の投資は、技術集約的で R&D を伴う高
ベルギーに投資をした主な理由
ベルギーは、欧州市場のほぼ中心に位置し、 収益な事業でないと、長期の展望は持ちにく
運河とアントワープ港による海運や陸路交通・ いと言えます。
アクセスに利便ありと判断したからです。ま
たフランダース地域政府よりの種々投資優遇 また、ベルギー一国だけではなく、EU として
策もあったことも理由の一つです。
の規制や政策、さらには域内統一通貨ユーロ
の動向に、事業全体が大きく影響を受けるこ
ベルギーのビジネス環境
とにも十分な考慮が必要です。EU 本部が所
在するベルギーは、EU 関連のいろいろな情
規制については、欧 州内の他の先進諸国同 報を入手するには最適地です。
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会社別概要

Kaneka Belgium

従業員数（名）
内：日本人駐

Kaneka Pharma
Europe

KE 事務所

Eurogentec

グループ
計

320

21

390

2

733

21

4

2

2

29

在員

事業内容

機能性樹脂製品、

医薬品中間体、

医薬品の開発、

食品、繊維

発泡樹脂製品の

機能性食品 ,

生産、販売

事業の支援

生産販売 および

医療器の販売

ソーラーパネルの
販売

改善すべき点としては、法人税の低減、治安
の向上、人件費上昇の抑制、日本からの派
遣人員の入国・滞在手続きの簡素化などが、
今後の投資環境整備において望まれます。

さらに、グループ会社間の連携強化、管理・
財務 体制整備、コーポレート・ガバナンス
強化などを目的として、欧州統括会社の設
立を検討しています。

今後の当社グループの事業展開方針

また、社外の研究機関や大学との協働も含
め、欧州内グループ各社での R&D 機能・組
織の拡充を図ることも検討しています。

短期的には、既存事業の足元を固め、欧州
全体の経済混乱を乗り切り、事業の安定化
を図ることです。
長 期的には、EU 域内に加えロシア・中東・
アフリカまで含めた広域な市場拡大による
既存事業の拡大と、M&A、R&D を軸とした
新しい分野での事業を立ち上げ、事業の横
展開・拡大を図り、確固たる事業基盤を築
くことです。

www.kaneka.be

11

k ane k a group

77

DESCRIPTION OF K ANEK A’S BUSINESSES IN
BELGIUM

EVALUATION OF BELGIAN BUSINESS
ENVIRONMENT

Kaneka Belgium NV was established in 1970 in
Westerlo in the province of Antwerp, the Flanders Region, as the first overseas core-unit
production facilities of Kaneka Corporation
for the production and sale of Impact Modifier
for PVC resins. It started its operation in 1973.
Later, it expanded the production line to other
functional and expandable plastics. In 2011,
Kaneka Belgium acquired a business from a major German chemical company in the production
and sale of acrylic modifier business. Kaneka
Pharma Europe NV was established in 1994 to
import from the head office of Kaneka in Japan
and to distribute in the EU fine chemicals, functional foodstuffs products and medical devices.
It expanded its business in 2010 by acquiring
Eurogentec in Liege, a frontier company in the
biomedical field. Kaneka Europe Office has
been set up to support the sales activities of the
head office in the areas of food, synthetic fibres,
and the planning of new businesses.

Concerning regulatory environment, there are
many environment and safety related regulations but they are comparable to those in any
other developed European countries. Belgium
is not at a disadvantage in the European context. Moreover, Belgium’s infrastructure is
good and sufficient. As to human resources,
we can find highly capable people in technical and research areas. However, HR costs are
also high-end even in the European context,
which would make labour intensive operations
difficult to locate in this country. It is, therefore, imperative to run our operations efficiently
with as minimum human resources as possible.
Concerning taxation, although the nominal corporate tax rate (currently 33.99%) in Belgium is
higher than those in the neighbouring countries,
with various incentives available, the effective
corporate tax rate can be reduced. Concerning R&D, thanks to excellent human resources
available in technology areas, it is possible to
conduct R&D activities more or less at the same
level as in Japan. When it comes to the quality of
life for Japanese expatriates, they can expect to
enjoy a high quality life compared with any other
country in the world.

In addition, in the field of R&D, Kaneka Belgium
has collaborative research with IMEC, the worldleading research centre in semi-conductors, for
next-generation photovoltaic cells.
KEY FACTORS THAT LED TO THE INVESTMENT
IN BELGIUM
The key factors in the decision to invest in Belgium were Belgium’s central location in the
European market and its efficient access to
maritime and land transportation system via
canals and the port of Antwerp. Another factor were the investment incentives provided by
the Flanders Regional Government.

CRITICAL SUCCESS FACTORS OF OPERATIONS
IN BELGIUM
In terms of political and economic stability,
Belgium has a good investment climate. But
the operating costs, and HR costs, in particular, are relatively high, moreover they may continue to rise. When this is taken into account,
the long-term viability of new investments may
be only in a technology-intensive high-valueadded business accompanied by R&D activities. Apart from conditions in Belgium, it is
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FURTHER DEVELOPMENTS ENVISAGED

necessary to take consideration of the policy
and regulations at the EU level. The Euro,
the single currency, in addition, could give
a significant impact on the entire business.
Because of the concentration of the EU institutions in Belgium, it is the best location for
gathering the EU-related information.
Concerning the points to improve for a better
investment climate in Belgium, it is desirable
that corporate taxation should be reduced,
security should be improved, increase in labour costs should be mitigated, and immigration procedures for Japanese expatriates
should be simplified.

In a short term, we shall consolidate the current businesses in order to pull through the
economic turmoil in Europe and to stabilise the
businesses. In a long term, we strive to expand
our current businesses into Russia, Middle
East and Africa in addition to the EU, to enter
into new businesses through M&A and R&D, to
expand businesses into neighbouring sectors,
and eventually build a solid business foundation. In addition, we are studying the feasibility
of setting up the European Holding Company
in order to strengthen the collaboration among
the group companies, improve management
and financial controls, reinforce corporate
governance, etc. Furthermore, we envisage
expanding R&D functions and organisations
in the group companies in Europe through, for
example, collaboration with external research
institutions or universities.
www.kaneka.be

our businesses
Kaneka Belgium

Kaneka Pharma
Europe

Eurogentec

Kaneka
Europe
Office

Total

Employees

320

21

390

2

733

Japanese
expatriates

21

4

2

2

29

Activity

Manufacture
and sales of
functional plastics
and expandable
plastics and
products, sales of
solar cells

Sales of Fine
chemicals,
functional
foodstuffs and
medical devices

Development,
manufacture
and sales
of medical
products

Business
support for
Food and
Synthetic
Fibre
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神 戸大 学ブリュッセルオフィス

大学概要
神戸大学の歴史は、1902（明治 35）年 3 月、
神戸高等商業学校の設立に始まります。1929
（昭和 4）年 4 月、神戸高等商業学校は神戸
商業大学へ昇格、1944（昭和 19）年 10 月に
神戸経済大学と改めました。
1949（昭 和 24）年 5 月、神戸経 済 大 学、神
戸経済大学予科、神戸経済大学附属経営学
專門部、姫路高等学校、神戸工業專門学校、
兵 庫師範学 校、兵 庫青 年師範学 校を包摂し
て、神戸大学が設置されました。当初、神戸
大学は 6 学部でスタートしました。以後、学
術環境の向上を目的に再編成がなされ、新た
な学部・大学院研究科が設置・付加されて行
きました。
1992（平成 4）年 10 月、教養部、教育学部が
改組され、国際文化学部、発達科学部が発
足し、大学教育研究センターが設置されまし
た。また大学院国際協力研究科が新設されま
した。
2003（平成 15）年 10 月、神戸大学と神戸商
船大学が統合されました。2004 ( 平成 16) 年
4 月、神戸大学は国立大学法人となりました。
今日、各学部・大学院研究科は、学生と研究
者のよりよい学術環境を促進する独自プログ
ラムを提供しています。
現 在、 神 戸 大 学 は、2,600 人 の 教 職 員 と
17,000 人の学生を擁し、11 の学部、14 の大
学院研究科から構成されます。
ブリュッセル進出の評価
2010 年 9 月 3 日、神戸大 学 は、ブリュッセ
ルに革新的な教育研究拠点として神戸大学ブ
リュッセルオフィスを開所しました。これは日
本の大学として初めてのブリュッセルへの進
出です。
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神戸大学は、欧 州委員会、欧 州議 会の各種
委員会、
世界の主要な大使館が集まるブリュッ
セルを選びました。ブリュッセルは、まさに
「欧州の首都」であり、教育研究分野におい
ても重要な役割を果たしています。
神戸大学ブリュッセルオフィス（略称 KUBEC）
は、教育研究成果に関して情報発信し、人文
科学、社会科学、自然科学、生命科学の各分
野で神戸大学と欧州の大学および研究機関と
の国際連携を促進する目的で設立されました。
ブリュッセルを選んだ要因 :
1. 神戸大学は日本の他大学に先んじて、以前
から統合された欧 州の重要性を認識してい
ます。神戸大学は、EU 統合の進捗に対応し
た教育研究プログラムを確立する計画を策定
し、2003 年、
「EU Week」と題した特別プロ
グラムを開催、2005 年には、欧州委員会の
財政支援により、EU インスティテュート関西
（EUIJ 関西）と呼ばれるコンソーシアムを組織
しました。
2. ベルギーの大学は、欧 州における国際 連
携の推進に主導的な役割を果たしています。
神戸大学は、エラスムス・ムンドゥス・プログ
ラムや日本学および経済学の修士号取得のた
めのダブル・ディグリープログラムなど、様々
な活動でベルギーの大学と連携しています。
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神戸大学ブリュッセルオフィス設置の目的：
• 教育研究に関する情報収集および発信
• 欧州の諸大学・研究機関との学術研究交
流の促進
• 卒業生、留学生、研究者間ネットワーク
の構築
• 欧州の企業・団体との連携の促進
• 国際シンポジウム・ワークショップ・セミ
ナーの開催、留学フェア・説明会、渡航
前入試の実施
• 欧州に留学中の学生に対する海外滞在相
談、生活学習支援
• 欧州の諸大学、関係機関との交渉

近い将来、神戸大学ブリュッセルオフィスで
これらすべての活動を展開する予定です。
神戸大学がベルギーで直面している問題は、
日本と欧 州の文化（言 語、生 活 様 式 など）
の違いです。たとえば、公式文書をベルギー
の公用語であるフランス語やオランダ語で
作成する点などがあります。
www.office.kobe-u.ac.jp/opie/kubec/index
en.html
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Kobe uni v ersit y brussels EUROP E A N C entre ( k ubec )
Description of the universit y
Kobe University’s inception can be traced back
to March 1902 with the establishment of Kobe
Higher Commercial School. In April 1929, the
School was renamed Kobe University of Commerce, and, in October 1944, it became Kobe
University of Economics.
In May 1949, Kobe University of Economics,
College Preparatory Course of Kobe University
of Economics, College of Business Administration attached to the Kobe University of Economics, Himeji High School, Kobe Technical
College, Hyogo Normal School and Hyogo Junior Normal School were brought together to
form Kobe University. In the initial stage, Kobe
University began with six faculties. Since then,
new faculties and graduate schools were added, as well as reorganized for the enhancement
of its academic environment.
In October 1992, the Division of Liberal Arts
and the Faculty of Education were reformed,
resulting in the creation of the Faculty of Intercultural Studies, the Faculty of Human Development, and the Research Institute for Higher
Education. At the same time, the Graduate
School of International Cooperation Studies
was newly established.
In October 2003, Kobe University of Mercantile Marine (KUMM) was integrated into Kobe
University. In April 2004, Kobe University was
incorporated in accordance with the Japanese
government’s National University Corporation
Bill. Today, each faculty has its own graduate
program, which promotes a better academic
environment for students and researchers.
At present, the Kobe University accounts ap-

proximately 2,600 staff and 17,000 students.
The University is divided into 11 faculties and
14 graduate schools.
Evaluation of presence in Brussels
On 3 September 2010, Kobe University established the Kobe University Brussels European
Centre in Brussels which is an innovative education and research base. It is the first presence of a Japanese University in Brussels.
Kobe University has chosen Brussels because
of the presence of the European Commission
and various committees of the European Parliament and major embassies of the world.
Considered as the true “capital of Europe”,
Brussels is also playing an important role in
the fields of education and research.
Kobe University Brussels European Centre, or
KUBEC, has been established with the aim of
disseminating information on educational and
research results, and promoting international
collaboration between Kobe University and European universities and research institutes, in
the fields of Humanities, Human Development,
Social Science, Natural Sciences Bio and Medical Sciences.
Several facts have been determinant in the
choice of Brussels:
1. Kobe University has recognized the crucial
importance of an integrated Europe much earlier than many other Japanese universities. To
this end, Kobe University drew up a plan for establishing educational and research programs
that correspond with the current progress of
integration across the EU. In 2003, they held
a special program entitled “EU Week”, and in
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2005, with the financial support by the European Commission (the administrative branch
of the European Union) they led a consortium
called EUIJ-Kansai.
2. Belgian universities are playing a leading
role in the promotion of international academic collaboration in Europe. Kobe University has
been cooperating with them in various activities including the Erasmus Mundus programs
and a double degree program for a master’s
degree in Japanology and economics.
In establishing a European centre in Brussels,
Kobe University’s goals were to:
• Collect and disseminate information on
education and research at Kobe University
• Promote academic and research exchanges with universities and research institutes
in Europe
• Establish a network of Kobe University
alumni, students and researchers
• Promote collaborations with business sectors and organizations in Europe
• Hold international symposia, workshops,
seminars, education fairs and orientation, entrance examinations for European
students
• Advise on living and studying in Europe for
Kobe University students
• Negotiate with universities and institutions in Europe
In the near future, Kobe University Brussels
European Centre wants to develop all those
activities.

The biggest difficulty Kobe University faced
in Belgium is the social and legal (languages,
work style, …) difference between Japanese
and European people. For example, each official document has to be filled in French or
Dutch, the national languages of Belgium.
www.office.kobe-u.ac.jp/opie/kubec/index
en.html
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メイコーヨーロッパ
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社史
メイコーヨーロッパ社の親会社である名港海
運株式会社は 1949 年 1 月に設立されました。
そして内陸・海上・航空の各輸送サービスを
提供するために、今日までグローバルネット
ワークの拡充に努めてきました。そのサービ
スは海上輸送、港湾運送、内陸輸送、通関、
倉庫、利用運送（海上・航空ともに）
、梱包、
廃棄物収集・運搬等多岐に渡っています。現
在名港海運グループとして全世界 8 カ国に 20
の拠点を持つに至っています。加えて、サプ
ライチェーンマネージメントの構築に関する物
流コンサルタントも手掛けております。売上
高は 2011 年連結ベースで 540 億円、従 業員
数は 1,500 人に上っています。
各顧客からは物流におけるコスト削減と効率
アップを目的として、徹底した輸送管理への
要求が高まってきています。名港海運ではそ
のような要求に応えるため、海上・航空貨物
ともに、即座に情報が入手・展開できるオン
ラインシステムを採用しています。また複合
一貫輸送への要求についても洗練された物流
システムを構築し、対応しています。
名港海運は特に名古屋港（当港は世界 64 カ
国と接続しています）において港湾荷役設備
に対する大規模な投資を行ってきました。ま
た 全 世 界 合 計で 530,000m2 以 上も の 倉 庫・
配送センターを所有しています。
メイコーヨーロッパ本 社は 1978 年にアント
ワープ市に設立されました。それは名港海運
の 主 要 顧 客 の 一つで あ る HONDA 社 がヨー
ロッパでのビジネスの拠点として Gent 港に進
出したことに追随したもので、HONDA 社の物
流サプライヤーとしての出発でした。

そ の 後 1985 年 に デ ュッ セ ルド ルフ 支 店、
2005 年 に メイコ ートランス ポー ランド 社、
2009 年にモスクワ駐在員事務所が追加で設
立されていきました。更にヨーロッパ域内の
トラック輸送サービスを提供するために、子
会社としてメイコーユーロエクスプレス社も
設立されました。
またアントワープ近郊のスケラでは、7,000m2
の倉庫で保税品・EU 品両方の取り扱い（取扱
品目は化学品、自動車部品、電動工具等）を
行っています。そして、そのサービス品質は
ISO9001 認証を受けております。ヨーロッパ
の数多くの物流パートナーと密なネットワー
クを構築することにより、その優位性を確立
しています。
メイコーヨーロッパ 社の 年売 上高は連 結 で
5,500 万ユーロ、従業員は 60 人に上ります。
また 14 台の自社トラックを保有しています。
ベルギーにおけるビジネス環境の評価
概要
フランダース地方は古くから貿易で栄えたア
ントワープ市を擁し、欧州の各巨大消費地お
よび各種産業集積地に近接しています。世界
中のお客様に対して物流サービスを提供して
いる企業にとっては最適な立地と言えます。
教育、研修、人材
フランダース地方に住む人々の言語能力は、
国際色に富んだお客様との取り引きがある企
業にとって大きなメリットがあります。人材と
しての品質は総じて満足できるレベルですが、
特定の役職に関しては候補者をすぐに見つけ
られない場合もあります。フランダース地方
と日本の文化は調和が取れ、お互いに馴染み
やすいと言われています。
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インフラストラクチャー
フランダース地方は西ヨーロッパの中心に位
置し、成熟した高速道路網および鉄道網を
有しています。これらを利用することで、欧
州各地へ迅速に移動することができます。
法規制、金融および財政環境
消費者の安全と環境規制については先進国
ならではの厳しさが要求されますが、これ
らの規制に対応することで、お客様に最高
品質のサービスを提供します。
生活の質
アントワープでは、おいしい料理や食べ物が
豊富に揃っており、良質で豊かな生活が送
れます。

ベルギーでの成功要因
メイコーヨーロッパは、外国籍物流プロバイ
ダーとして 30 年以上フランダース地方を拠
点に活動しており、今後もそうあり続ける考
えです。欧州各消費地からの中間的な立地
と従業員の高い言語能力は大きな強みとし
て活かされています。
アントワープと日本各地をダイレクトに結ぶ
ネットワークは地域の活性化に貢献します。
フランダース地方では、" 厳格な "ノルディッ
ク文化と南ヨーロッパの " 陽気な " ラテンス
タイルの 2 つの異なるヨーロッパ文化が混
ざり合っています。そのため、ベルギーの文
化は、北と南ヨーロッパの文化が溶け合い、
どちらの気質のお客様にも柔軟に対応する
ことができます。
さらなる発展へ
欧州における物流センターを利用した活動
は、景気動向に左右されるとはいえ、将来
にわたり更に発展してくものと考えられます。
www.meiko-trans.co.jp
www.meiko.be
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meiko europe
Short History
Meiko Trans Co. (Japan) was established in
January 1949. The company has created a global
logistics network to offer services on land, sea
and in the air. Its broad range of services include
sea, harbour and land transportation, customs
clearance, warehousing, (air)freight forwarding,
packing, and collection and transportation of
industrial waste. Meiko Trans has 20 overseas
offices in 8 countries. In addition, we offer consultation for the establishment of supply-chain
management (SCM). The turnover is approximately JPY 54 billion (2011; consolidated) and
the company employs over 1500 persons.
There is an ever increasing demand for cargo
tracking and control to reduce cost and boost
efficiency in physical distribution. Meiko Trans
has implemented on-line systems to gather and
provide marine and air cargo information for the
clients. The company has implemented sophisticated transportation systems in response to
the growing requirements of multi-modal transportation.
The company has invested substantially in
waterfront equipment especially in the Port of
Nagoya (Japan), a port linked to 64 different
countries. It owns warehouses and distribution
centres covering more than 530,000 m2 all over
the world.
In 1978, the head office of Meiko Europe was
established in Antwerp. As a provider of logistical services it followed the expansion of a
major customer, Honda, who established a carbusiness in the port of Ghent. Subsequently
additional branches were created in Dusseldorf
(1985), Poland (Tychy, 2005) and Moscow (representative office, 2009).
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A separate company (Meiko Euroexpress) that
offers truck services has been established in
Antwerp.
A European distribution platform of almost
7,000 m2 has been set up in the town of Schelle
both for bonded and non-bonded goods (fine
chemicals, auto parts, equipment…). The quality of the service is ISO 9001 certified. The company takes advantage of the dense network of
European logistical partners and agents.
Meiko Europe has a turn-over of EUR 55 million
and employs over 60 persons (including Meiko
Euroexpress). The company operates 14 trucks.
Evaluation of the Belgian business
environment
General
Flanders is located close to the sea and enables
direct access to the consumer- and industrial
markets of Europe. Flanders offers a good perspective for companies that are specialized in
offering logistical services to customers from all
over the world.
Education, training and human
resources
The language skills of local people are a bonus
to serve international customers and the quality of the employees, in general, is satisfactory,
although for some functions the availability of
candidates is not always abundant. Often, Flemish and Japanese culture blends well.
Infrastructure
Belgium and Flanders are centrally located in
Western Europe and enjoy a dense network of
highways and railways connecting the region
quickly to the rest of mainland Europe.
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Legal, financial and fiscal environment
Customs safety and environmental regulations
are challenging but the dedicated implementation of them provides and assures the best
quality of services to the customers.
The qualit y of life
The quality of life in Antwerp is of good standard and the food is excellent.
Critical success factors in Belgium
Meiko Europe, as a foreign logistical provider,
has been operating in Flanders as long as
more than 30 years and will continue to do so
in the future.
The central location at close distance to the
European markets and the language skills of
employees are appreciated strengths. A direct
shipping line between the mainland Japan and
Antwerp would enhance the attractiveness of
the region though.

Flanders is located in between two different
European cultures, the formal Nordic (German)
culture and the more “easy-going” Latin style
culture of Southern Europe. Belgium’s culture
is a mix of both, making it a good starting
point to serve customers in both, Northern and
Southern Europe.
Further developments envisaged
In the future the activities of the logistical European Distribution Center will be extended
further. The speed of progress will depend
also on the growth perspectives of the underlying business which is subject to fluctuations.
www.meiko-trans.co.jp
www.meiko.be
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ベ ネルックス 三 井 物 産
ビジネスの歴史、投資の成り立ち

87

ベルギーでのビジネス環境について

三井物産グループは、貿易、サービス、投資
など多角的な事業を行っています。主にコモ
ディティー商品の貿易や卸売を行なう一方で、
様々な事業や資源権益に投資しています。

地政学的優位性
ベルギーは、良好な物流インフラを持つ欧州
の玄関口であり、EMEA 市場に便利なアクセ
スを持っています。また、ベルギーは国策と
して、中東、アジア、日本を結ぶハブとなろ
ベネルックス三井物産の始まりは、1961 年、 うとしています。
EEC 情報収集を目的として開設されたブリュッ
セル駐在員事務所です。1971 年にベルギー法 さらに、ベルギーとアフリカ大陸の歴史的な
人としてベネルックス三井物産が設立され、 絆により ､ ベルギーはアフリカへの玄関口と
活発な商活動を開始、40 年を超える歴史を して、重要な地位を築いており、多くの事業
持ちます。当初は、旧ベルギー領アフリカで 機会や ､ 経験豊かな人材を有しています。
産出する非鉄産品のビジネスが主体でした。
EEC が EU に発展し、市場が拡大するにつれ、 規制環境
私たちは業態を変化・拡大してきました。
当社が事業を行っているセクターを含めて、
規 制 面 では EU 規 制 が広くカバーしており、
現在、ベ ネルックス三 井 物産は ､ 三 井 物産 ベルギー固有の課題は多くはないようです。
グル ープの EMEA 地 域 本部（本部ロンドン）
に 属し、EMEA 地 域 に お ける、 化 学 品 と 鉄 事務的な面では、公式文書の言語がフラン
鋼ビジネスの主力拠点としてビジネス拡大に ス語かオランダ語に限られることは、 我々に
取組むと共に、創立以来のミッションである とって理解を難しくし、翻訳のコストのみな
EU 情報を梃子にした新事業開発に取組んで らず、リスクを増やしています。ベルギーの
います。
行政機関が英語の公式文書を認めるように
なれば、多国籍企業にとって、ベルギーの利
ベルギーの欧 州における地政学的優位性は 便性は増すと思われます。
高く評価されてきました。1970 年には、カネ
カベルギーに共同出資し、近 年は、三 井 物
産グループからの投資により、農薬販売会社
Mitsui AgriSciences 社、タンクターミナル事
業を展開している合弁会社 ITC Rubis 社を設
立しています。
三 井 物産グル ープの 全 世界 売 上は EUR 800
億、従 業員数 4 万人、世界 66 ヶ国に 154 拠
点と 436 社の関係会社を擁しています。
ベネルックス三井物産の売上は、EUR 5.5 億
で、多国籍の従業員 45 名によって構成され
ています。

インフラ
ベルギーは、空港・高速道路・高速鉄道等の
良好なインフラを持つ欧州の玄関口であり、
EMEA 全体に便利なアクセスを持ちます。又、
EU 本部や NATO 本部など多くの国際 機関が
あるグローバルな環境により、優れた情報と
人材が集まりやすいところです。
アントワープ等の港湾設備は ､ ベルギーの宝
と言えるでしょう。しかしながら、競争力を
保つためには ､ 労務リスクとコストの管理が
必要と思われます。港湾だけでなく、他の地
域、都市ごとの総合的な機能やサービスに関
しても、常に競合環境にあるとの認識は必要
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です。例えば、ブリュッセルは ､ ロンドン、 語、日本語、その他の言語で積極的に発信
アムステルダム、デュッセルドルフといった してもらいたいと思います。世界中のベル
グローバル都市と競合しているのです。
ギー大使館のウェブサイトからアクセスでき
るようにすれば、正確な情報や手続きの透
グローバル経済の中で、企業を誘致し ､ さ 明性が高まり、外国企業のスタッフの負荷も
らに引きつけておくためには、連 邦 政 府、 減ることと思います。
地域政府、市政府の連携をより深め、狭義
の投資誘致政策だけでなく、多様な政策分 R&d 活動を行う上で
野において、シームレスに統合されたサービ 当社は直接には R&D を行なっていませんが、
スを提供することが重要だと思います。例 ベルギーの基礎研究や技術力、政府の支援
えば、公共スペースやインフラを清潔で万全 策は高い水準にあり、多くの事業機会がある
に維持管理することは ､ 産業とコミュニティ と認識しています。残念ながら、ベルギーの
に対するベルギーとして必要なサービスで R&D の実力は、特定の分野を除いて、日本で
あり、又、治安改善の効果も期待されます。 あまり広く知られていないようです。英語での
積極的発信が欠けているせいかもしれません。
教育、職業訓練、人材について
グローバルな環境にあるベルギーは、当社
のようなグローバル企業にとって必要な人材
を確保しやすい市場です。特にブリュッセル
には、ベルギー国籍者に限らず、東欧やロシ
ア等の周辺国から語学力や専門性が高い優
秀な人材が集い、切磋琢磨している印象があ
ります。フランス語、オランダ語の難しさは
かねて指摘されていますが、様々な国籍の人
材が共に働くために、現在では、ビジネス上
の共通語として英語が活用されています。

生活の質
公園や森林など緑が多く、自然に恵まれた
環境にあり、生活の質は全般に高いと思いま
す。欧州他地域へのアクセスも良く、様々な
文化や自然に容易に触れることが出来ます。
一方、ブリュッセルなどの市街地の一部の治
安は ､ 他の大都市同様に ､ 問題があります。
グローバル化した都市に住む場合に当然必
要な、一定の警戒心が必要だと思います。
今後の事業展開について

法務・税務・社会保障関係について
西欧諸国では共通の事象と思われますが、
ベルギーにおいては駐在員にとって日白両
国間の社会保障協定が有利である一方、税
金や社会保障費が高いことは不利な点です。
現在の金融危機とそのための緊縮財政の結
果、従来の様々な優遇政策が見直されてい
ます。そのリスク・コストの検証は現段階で
は困難ですが、特に欧州本社やコーディネー
ションセンターを設置する場合の、イギリス、
ドイツ、オランダ等、欧州他国との競争力
比較は重要だと思います。
ベルギー政府が、ビザ発給等の情報を ､ 英

三井物産グループ、EMEA 本部の欧州内の主
力拠点として、サービスと競争力の向上を
目指しています。そのためには駐在員中心
の日本型経営にこだわるのではなく、権限
委譲された現地スタッフが主体的に運営する
「欧州に融け込んだ欧州企業」として成熟し
ていくことが必要と考えます。
現在の事業の競争力を高めたり、新規事業参
入のための投資機会があれば、
三井物産グルー
プとして積極的に検討したいと考えています。
www.mitsui.com
www.mitsui.com/be/en/index.html
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Mitsui Benelux S. A ./N .V.
History of investment
Mitsui & Co. Group is a diversified enterprise in
trade, service and investment. It mainly trades
in commodities and invests in various businesses and natural resources.
The history of Mitsui Benelux started in 1961
as Brussels liaison office to gather information
related to the EEC. It was incorporated under
the laws of Belgium in 1971 and we celebrated
the 40th anniversary last year. At the beginning, the main business was metal products
produced in the former colony of Belgium in
Africa. As the EEC evolved to the EU and its
market grew, we have been proactively evolving our business and structure.
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lion, and we enjoy the support of 45 multinational employees.
Evaluation of Belgian business
environment
Geopolitical advantages
With its great logistics infrastructure, Belgium
is a gateway to Europe and is conveniently integrated with the rest of the EMEA market. The
country engages itself to be a hub linking the
Middle East, Asia and Japan as well.
In addition, the historic ties between Belgium
and the African continent reinforce the position of Belgium as a gateway to Africa and offer
many interesting business opportunities and
specific expertise.

Currently, Mitsui Benelux reports to EMEA
Regional Headquarters in London, and plays
a key role in EMEA basic and performance
chemicals, and steel business. We also strive
to develop new businesses by leveraging the
EU intelligence, which is our mission since the
very beginning in 1961.

Regulatory environment
We do not think that there are many regulatory
issues peculiar to Belgium since major issues
are covered by the EU regulations. This can
also be said about the specific regulations for
the sectors in which we operate.

Mitsui & Co. Group has highly appreciated the
geopolitical advantages of Belgium. We coinvested in Kaneka Belgium with Kaneka in
1970. More recently, we invested in Mitsui AgriScience International, an agrichemical sales
company, and established ITC Rubis Terminal,
a joint venture to develop and operate a tank
terminal business.

Concerning public administration, the acceptance of English in official documents could
prove a major asset in improving general situation for multinational companies in Belgium.
At the moment, all official documents need to
be translated into either French or Dutch, which
increases costs for translation and, moreover,
risks.

As a key reference, Mitsui & Co. Group’s revenue is EUR 80 billion and the number of employees adds up to 40,000. There are 154 offices in 66 countries, and 436 subsidiaries and
affiliated companies.
For Mitsui Benelux, the revenue is EUR 550 mil-

Infrastructure
Having such a great transportation infrastructure as airports, highways and rapid train
services, Belgium is a gateway to Europe and
is conveniently integrated with the rest of the
EMEA market. There are many international in-
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stitutions here including the headquarters of
EU and NATO. This global atmosphere stimulates and attracts excellent information and
human resources.

can be used and accepted as standard among
the staff of various nationalities in the daily
operation in our office, to be able to speak
French or Dutch is not always necessary.

Antwerp and other port facilities are definitely the “crown jewels” of Belgium. However the
labor risks and high costs should be kept under control to maintain their competitiveness.
The recognition of competitive environment
is important not only for the harbors but also
for other overall functions and services of the
Regions and Cities. For example, Brussels is
competing with other globalized cities like
London, Amsterdam and Dusseldorf.

Legal, financial & fiscal (taxation and
social securit y ) environment
Although it seems not unique to Belgium but
rather common to many Western European
countries, the bilateral social security treaty
is advantageous for Japanese expatriates
while high taxes and social security contributions are disadvantageous.

To excel in the global economy, and attract
and retain global businesses, the Belgian
Federal, Regional and Local governments
should work more closely to offer seamless
and fully integrated service, which include
policy areas beyond traditional investment
incentives.
The maintenance of the public space and
infrastructure is an example for Belgium to
improve services for industries and communities because there is a certain pressing need
to keep it updated, and to keep it in perfect
and clean conditions. It will also have a positive impact on improving security.
Education, training & human resources
It is not so difficult to find human resources
necessary for global companies like ours in
Belgium, especially in Brussels. Global atmosphere here stimulates and attracts excellent
multilingual talents with professional skills
from not only Belgium but also countries in
Eastern Europe and Russia. They compete
with each other in a positive way. As English

Due to the recent financial crisis and resulting
fiscal austerity, many of preferential tax treatments or policies are under review. It is too
early to assess potential risks and costs of
the new policy at the moment, but, sooner or
later, we should review the competitiveness
of Belgium in comparison with other countries such as the UK, the Netherlands or Germany in setting up headquarters functions or
a coordination center.
We would like to encourage the Belgian government in proactively transmitting information such as on visa procedures more in English and Japanese languages, and, possibly,
in other languages. It can be integrated in the
current Belgian embassies’ websites all over
the world. It would increase the clarity of information and the transparency of the procedures, and decrease the workload of the staff
of foreign companies.
In carrying out R&D activities
Though we are not directly involved in R&D
activities, we perceive that Belgium has a
very high quality of basic research and applied technology, and offers very favorable
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support. So there are many business opportunities waiting in them. Unfortunately, the
greatness of Belgium’s R&D activities seems
not widely known in Japan except in certain
areas. It may be because of lack of proactive
transmission in English.
The qualit y of life
In general, the quality of life is high. Belgium is full of green in parks and forests, and
blessed with privileged natural environments.
It gives easy and convenient access to other
European cities with a variety of culture and
nature. Security in Brussels and other urban
areas, on the other hand, as in any big cities,
is a point of concern. We need a certain level
of alertness reasonably required for living in a
globalized city.

Further developments envisaged
As one of the key centers for the chemicals and
steel business of Mitsui & Co. Group in EMEA,
we commit ourselves to further improving our
services and competitiveness. Therefore, we
do not stick to the Japanese way of management only by expatriates but we think it important to develop ourselves to be a European
company integrated in the European market
managed by local staff with delegated authorities.
Mitsui & Co. Group is prepared to seriously
study investment opportunities to strengthen
the competitiveness of the existing businesses
or to enter new business opportunities.
www.mitsui.com
www.mitsui.com/be/en/index.html
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n y k バ ル クアトランティック
事業概要

ベルギーへの拠点設置

沿革
NYK BULKSHIP (ATLANTIC) NV は、日本郵船
株 式 会 社 (Nippon Yusen Kabushiki Kaisha :
NYK) が大西洋において資源、原材料を始め
としたドライバルクと呼ばれる貨物の輸送事
業を主に拡大する目的のもと、推進の中核
となる営業拠点として、2007 年に設立され
ました。 当社設立の前にも 20 年以上に亘っ
て、NYK は英国と米国に営業拠点を構えて
いましたが、これらを統合し、ベルギーのア
ントワープを新たな独立採算の営業本拠とし
て、米国、ブラジルにも営業機能を持つ新
組織を構築したものです。

ベルギーは欧州の中心として、日系顧客の
欧 州拠 点が構えられている事も多く、NYK
でも他の事業部門では既に長くベルギーの
営業拠点を運営するなど、グループとしては
既に事業の実態があり、国情、事業環境な
どについてある程度理解の下地がありまし
た。また在欧顧客へのアクセスでの利便性
でも申し分なく、営業拠点としての当社位置
づけにも適っています。

事業に関する背景としては海運業に関する
外形標準課税の一種トン数税制が欧州諸国
の中でも優れた形で整備されていた事は大
きな要因です。また北海に向けて開けた欧
事業分野
州 第二の港 湾アントワープ、ベルギーに拠
NYK は外航海運事業を中心に物流、港湾、 点・本拠を置く欧州有力海運会社の存在な
航空、客船などの事業を有する、日本また どを背景として、海事関係者の裾野があり、
世界で有 数の海運会社で、バ ルク貨物船、 人材確保の面で不安材料が無いと見ていた
コンテナ船、原油タンカー、LNG 船、自動 事も拠点選定の理由です。
車船などグループで 800 隻を越える様々な
船舶を文字通り世界の海で貨物輸送に従事 ビジネス環境
させています。
規制
当社を含めた NYK グループでは、大西洋に 当社が展開する国際海上輸送に関して、ベ
常時 50 隻程度のバルク貨物船が配船されて ルギー独自に設けられた規制として、緩和
います。そのうち半数の船舶は当社に所属 やまた撤廃の対象として思い当たるものは
しており、輸送できる貨物の重さでは 10 万ﾄ ありません。
ﾝから 3 万ﾄﾝまで、多様な輸送能力を備えて
います。これら幅広い船舶を最適な形で組
み合わせ、在欧、在米を中心とした環大西
洋地域の顧客の輸送ニーズに合わせた効率
的な海上輸送に取り組んでいます。
2011 年 度 現 在、 ア ントワープ 本 社 従 業 員
は 28 名、 売 上 規 模 は 2010 年 度 実 績 で
US$18700 万（約 150 億円）です。

ただ、規制ではありませんが、英語による
文書を公式なものとして認めて頂きたいと
の希望を持っています。日本人とベルギー人
のみならず、他欧州人、アジア人も含めた多
国籍の組織を築いており、英語による通常
の業務遂行とは関係なく、公式文書を作成
する段になって蘭語等の公用語での書類作
成を余儀なくされる事は、実務上また心理
上の問題となっています。
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また、近時 EU 圏外国からの家族帯同ビザあ
るいは ID の発給に関して、必要書類の増加
が実施に移され、事務処理期間の長 期化も
予想されています。今後障害とならない様、
制度の再考も含めて検討してはどうかと思い
ます。
インフラ・教育、職業訓練、人材
雇用したスタッフに関して、教育水準全般は
高く、業務遂行上支障を感じる場面はありま
せん。ベルギー人の強みとして挙げられる多
言語能力に関しては、当社業務では英語のみ
で足るためフルに活用されているとは言えま
せんが、最近蘭語または仏語がおざなりにな
りかけているとの話しもあり、引き続き教育
制度を通じて強みとして維持されてはと思い
ます。
仕事への姿勢は時間の観念を含めて概ね真面
目で、責任を良く自覚して働いていると思い
ます。
生活の質
アントワープ、またベルギーにおける生活全
般は、総じて快適です。
主として通勤環境、緑地、公園を始めとした
公共施設の整備、生活環境の余裕がもたらす
ものだと考えています。 商品の選択肢など、
日本よりは限定的と感じられる場面もありま
すが、消費に対する考え方も異なっており、
支障ではありません。

今後の事業展開
大西洋での輸送事業を拡大し、更に大西洋
の市場での地位を高める為に、所属船舶の
数を着実に増加させる中期計画を描いてい
ます。全世界の貨物輸送の成長 度合いと比
較すると、大西洋地域での輸送需要の伸び
は緩やかだと見込まれており、またドライバ
ルク輸送の分野も市況性がある事から、10
年の単位で安定と成長を実現させたいと考
えています。
www.nykeurope.com/bulk.html
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n y k bul k ship ( atlantic ) n .v.
HISTORY
NYK BULKSHIP (ATLANTIC) NV (NBA) was established in 2007, with its headquarters in
Antwerp, as a strategic business arm of Nippon Yusen Kabushiki Kaisha ( NYK LINE). The
company’s core mission in business is to develop drybulk transportation business in the
Atlantic area, in line with its group strategy
to proactively expand overseas natural resources and energy-transportation business.
NYK LINE already had over 20 years of history in this area of business by its subsidiary
companies located in the U.S. and in the U.K.
NBA was formed to integrate and manage this
business as a stand-alone profit centre. It includes business offices in the U.S. and Brasil
in its organization.
OUTLINE OF BUSINESS
NYK is one of the largest shipping companies
in the world. The business of NYK is characteristically diversified in shipping and logistics industry, covering port operation, aviation, and
cruise ship business as well. More than 800
merchant vessels are sailing worldwide under
NYK group operation. The fleet consists of variety of ships - bulk carriers, container ships,
tankers, LNG carriers, car carriers and so on.
Among those 800 vessels, there are about 50
bulk carriers currently dedicated to resources
and energy transportation in the Atlantic
Ocean. Half of them are under the command
of this company. Transportation capacity
wise, NBA can offer a choice of vessels from
30,000MT up to 100,000MT in full loading
capacity. Making use of this diversified fleet,
NBA offers suitable fleet program to meet its
European and American customers’ specific
needs.

At the end of 2011, NBA has 28 staff working
in its headquarters in Antwerp. Its annual
turnover in fiscal year 2010 was USD 187 million.
KEY FACTORS THAT LED TO THE DECISION TO
INVEST IN BELGIUM
In Belgium, due to its advantage as a center
of Europe, many Japanese companies, - our
customers among them -, set up their regional
headquarters. The other business lines of NYK
have operated their offices in this country for
a long time because of this concentration of
businesses, which enabled us to accumulate
information about the business environment
in Belgium to a certain extent.
Geographically it is an ideal location for quick
access to European customers, which meets
this company’s function as the frontline office
of business very well.
There are reasons particular to our business. Firstly, it was crucial that Belgium had
implemented tonnage-tax regime that was
one of the most competitive systems among
European countries. Secondly, we had no
concern about securing suitable human resources - especially those who have expertise in shipping industry and its business. We
were aware of a large pool of professionals in
maritime industry because of the existence of
Port of Antwerp, second busiest international
port in Europe, and several prominent Belgian
shipping companies.
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EVALUATION OF THE BUSINESS ENVIRONMENT
REGULATORY ENVIRONMENT
So far as our business sector, international marine transport, is concerned, we have no particular Belgian regulation to seek some relaxation
or elimination.
On the other hand, though it is not necessarily
a regulatory issue, we have a wish that documents prepared in English should be accepted
by the Belgian authorities as official documents with a full legal effect. Although, as a
multinational organization, English is the dominant and common language in every aspect of
our communication, once it comes to an official
process, choice is limited to one of the official
languages such as the Dutch language, which
causes double work.
As the result of the recent changes made to the
formalities of family reunification of non-EU nationals, the regulation has been tightened and
more documents are required, which results in
the whole process taking longer. We are afraid
that it could become a barrier to the smooth
transfer of professionals from non-EU countries and hope that a review is carried out at an
earlier occasion.
EDUCATION, TRAINING, AND HUMAN
RESOURCES
As for Belgian staff working for this company,
the level of educational background is generally high and quite satisfactory to conduct
our business. Multilingual ability is one of the
strengths of Belgian people that should be
maintained as it has been, though our company may underuse it because of the dominant
use of English in our business.

Their attitude towards work is mostly diligent
and so is their sense of responsibility.
QUALIT Y OF LIFE
All in all, life in Belgium and in Antwerp is quite
comfortable.
It derives from a shorter commuting time, well
developed public zone like parks or green
space, and relaxed living environment.
When we go shopping, sometimes we find the
choice of merchandise limited compared with
Japan. But it is no critical inconvenience because the situation in Japan is rather extreme,
in which a large number of similar products
compete against one another by emphasising
only a small difference as a distinction.
FURTHER DEVELOPMENT ENVISAGED
We have a mid-term business plan to develop
our business further in the Atlantic and to attain a notable position in the Atlantic shipping
market. To achieve it, we’ll expand our fleet
size steadily with full flexibility against uncertainty of future growth of seaborne transportation in Atlantic and volatility in shipping market
led by supply and demand situation. We therefore take a long view, a decade or so, to achieve
the steady growth as a company.
www.nykeurope.com/bulk.html

16 OS G ヨーロッパ
事業概要
沿革
OSG ヨーロッパは、1997 年にヨーロッパの
物流拠点としてワーブルに設立され、主に機
械部品・工作機械・切削工具・金型・測定工
具を扱っています。ワーブルの OSG 欧州本
社の従業員は、現地社員 35 名と日本人 4 名
で構成されています。また欧州 8 カ国に広
がる拠点では、200 名以上を雇用していま
す。2008 年度 の 営 業 利 益 は 800 万ユーロ
を超え、近年堅調に成長を続けております。
OSG は、ヨーロッパに自社拠点をかまえる
30 年以上前から、ヨーロッパへ進出し、各
地の 代 理 店と提 携などを行ってきました。
1997 年、ベルギー、オランダ、フランスに
展開する代理店 AIMO 社を買収。設備の整っ
た AIMO 社の倉庫がすでにワーブルにあった
ことから、速やかに、ここを物流拠点とす
ることにいたしました。1999 年より、この
倉庫は欧 州市場向けの物流事業のベース、
また在庫センターとして機能しています。買
収した代理店のネットワークが活用できたこ
ともあり、ベルギーで順調なスタートを切る
ことができました。

ベルギーへの投資に至った主な理由
OSG は、当初、英国から欧州市場に参入し
ました。しかし、すぐに、欧 州全体の顧客
に対応するためには、ベルギーに拠点を置
いた方がよいと判断しました。その理由とし
ては、1）ユーロ圏であること、2）ベルギー
と他国をつなぐ交通インフラがよいこと、3）
貨物輸送が便利なため、日本の主工場から
簡単に空輸で製品を輸入できることでした。
このほかの重要な要因として、ベルギーでは
教育レベルが高く、複数の言語が話せる人
材を確保しやすいことがあげられます（OSG
従業員の 95％が英語を話します）。
ベルギーのビジネス環境
全般
ベルギー政府は税制優遇措置などの支援策
を打ち出して、外国企業の投資誘致を熱心
に行っています。先日発効した「ベルギー・
日本政府間の社会保障に関する協定」や、
「み
なし利息控除」により、日本企業のベルギー
への投資は今後確実に促進されると思いま
す。

規制
ベルギーに赴任するにあたって、健康診断書
などの必要書類を揃えるのに非常に時間がか
事業分野
OSG は、欧州の精密切削工具の市場で、厳 かる場合があります。また着任してからも、
しい競 争に直 面しています。この 分 野は、 駐在員自身が更にさまざまな書類を用意し
欧州全域で長い歴史があり、高度な技術を なければなりません。 こういった行政規定
持った地場メーカーが存在するため、外国 は、規模の小さい会社からベルギーに派遣
企業の参入は労力と時間が掛かります。な される日本人にとっては、より煩雑です。複
お、ベルギーでは、航空機産業向けの部品 雑な事務手続きが改善・簡略化されることを
加 工 が活 発 で、この 分 野 へ の 販 促 活 動 は 望みます。
AIMO 社が効果的に行なっていたことが、現
在の市場占有率の高さを物語っています。
教育・訓練・人材
ベルギーでの仕事と生活には英語ができれ
ば充分です。もっとも、現地スタッフとより
良い関係を築きたければ、現地語の習得は
必須です。
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生活の質
ベルギーの生活水準は非常に高いと思いま
す。ブリュッセルには日本料理のレストラン
も多く、駐在員の家庭の子ども達は、日本人
学校やその他のインターナショナルスクール
に通うことができます。ベルギーは小さな国
ではありますが、興味深いところもたくさん
あり、ヨーロッパの他の地域への玄関口であ
ると思います。

サービス水準
生活水準と同じく、ベルギーのサービス水準
は良好です。
今後の事業展開
現在のところ、OSG では、ヨーロッパに新た
な製造拠点を設ける計画はありません。高度
な技術者の訓練など、熟慮を要する点が多い
ためです。しかしながら、中欧、トルコに販
売拠点を開設することを計画中です。

ベルギー人の気質
一般的に、ベルギー人は日本人に比べて率直
で単刀直入な傾向が強いと感じます。この違 www.osgeurope.com
いは、何らかの決定を下す場面で明確になり
ます。職場でのスタッフ間の相互理解を確か
なものとするために、このような違いがある
ことを認識しておくことは良いことだと思い
ます。また、ベルギー人はかなりオープンで、
国の歴史的な背景のためか、他の文化に対す
る興味も強いと思います。
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OS G Europe
COMPANY DESCRIPTION
Investment history
In 1997, OSG Europe was set up in Wavre,
Belgium as a European logistic centre for its
products. These mainly included parts and
tools for machines, cutting tools, forming
dies, and measuring instruments. OSG Europe EHQ in Wavre has 35 local employees
and four Japanese staff. Its affiliates in eight
European countries employ over 200 people.
In 2008, the operating income of the company
was well over EUR 8 million. It has increased
steadily over the recent years.
Before setting up a company in Belgium, OSG
had already been involved in business partnerships with local European agents for more
than 30 years. In 1997, OSG acquired one of
these agents called AIMO, which operated in
Belgium, the Netherlands, and France. The
decision to set up a logistic centre in Wavre,
Belgium came easily as there was already a
well-equipped AIMO warehouse. In 1999, the
warehouse in Wavre became OSG’s main logistics centre for the entire European market.
By maximizing the already existing business
channels from other acquired agents, OSG
has been successful in expanding its market
share from Belgium.
Sector
In the sector of precise cutting tools, OSG
faces strong competition in the European
market, especially in Germany. Europe has a
long history in this sector and the presence of
highly skilled manufacturers makes it difficult
for foreign manufacturers to penetrate into
the market. Another benefit from the mergers and acquisition of AIMO was that OSG has
been able to acquire a strong foothold in the

Belgian market. Belgium excels in parts manufacturing related to the aerospace industry.
Key factors that led to the decision to
invest in Belgium
Despite the fact that OSG’s initial entry into
the European market was in the UK, OSG decided quickly that Belgium was a better location to serve customers throughout Europe
for several key factors: 1) the utilization of the
Euro currency, 2) excellent infrastructure from
Belgium to other countries, and 3) efficient
cargo facilities make it easy to import products by air from the principal manufacturing
sites in Japan. Other than these important
factors, Belgium also offers highly educated
and multilingual staff (95% of the employees
of OSG speak English).
EVALUATION OF THE BUSINESS
ENVIRONMENT
General
The Belgian government actively promotes
foreign investments in Belgium by offering incentives such as a new tax regime. The recent
Social Security Agreement between Belgium
and Japan and the Notional Interest Deduction will also certainly encourage Japanese
companies to make further investments in
Belgium.
Regulatory environment
Before entering Belgium, gathering the required administration papers such as health
certificates can take a great deal of time. Even
after arriving in Belgium, the Japanese have
to fill out numerous administrative documents. These administrative regulations are
even more cumbersome for Japanese coming
to work in Belgium for a small company. These
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complex administrative procedures should be
improved and simplified.
Education, training, and human
resources
Knowledge of the English language is sufficient to work and live in Belgium. If one wants
to have a better relationship with the local
staff, the understanding of one of the native
languages is recommended.
Belgian mentalit y
In general, Belgians tend to be more direct and
straightforward compared to Japanese. This is
very important when it comes to decision making. It is important to be aware of such differences to ensure mutual understanding among
staffs in a working environment. They are also
very open and interested in other cultures due
to their historical background.

The living standard of Belgium is very high.
Brussels offers many Japanese restaurants.
The children of expatriates can attend the Japanese School of Brussels or other international
schools. Notwithstanding the fact that Belgium is a small country, it has a great deal to
offer and it is the gateway to the rest of Europe.
Service level
Like the living standard, the service level in
Belgium is high.
FURTHER DEVELOPMENTS ENVISAGED
Currently OSG is not planning to open a new
production plant in Europe, since this involves
many important aspects such as training highly
skilled staff. However, opening of new sales offices in Central Europe and Turkey is planned.
www.osgeurope.com

Qualit y of life

17 テル モヨーロッパ 社
会社情報
テルモ株式会社
東京に本社を置くテルモ株式会社は、世界
をリードする医療機器メーカーとして、世界
全体で 38 億ユーロを超える売上げがあり、
160 か国以上で事業を展開しています。テル
モは 1921 年に設 立され、心 臓 胸部 手 術お
よび低侵襲手術、インターベンション治療、
輸血医療に使用される製品など、世界水準
の医療機器を開発、製造、販売しています。
また、病院や診療所向けの注射器および皮
下注射針製品も幅広く製造しています。
テルモヨーロッパ社
1971 年にテルモ株式会社は、ベルギーにヨー
ロッパ本部を設立しました。今日、ヨーロッ
パの製造拠点、製品開発、および臨床・医
療プログラムは、テルモグループの世界的
成功に大きく貢献しています。テルモはヨー
ロッパで 6,000 を超える高品質医療製品を、
現地子会社およびビジネスパートナーとの
広範囲なネットワークを通じて販売していま
す。
同年 5 月 11 日、テルモヨーロッパ社は、ブ
リュッセルのプラスマドウのキャノンビル 6
階にオフィスを設立しました。そして、日本
からベルギーに運ばれてくる医療品を保管
するため、アントワープ港に近い中央運河沿
いの国営倉庫を借りました。当時、在ベル
ギー日本企業は少なく、テルモは最初に進
出した企業のうちの 1 社でした。
テルモヨーロッパ社がヨーロッパでの足場
を固めた後、テルモは 1973 年にテルモイタ
リア社およびテルモフランス社を設立しま
した。さらに 1974 年、北欧の拠点としてス
ウェーデンにオフィスを設置し、1975 年には
テルモドイツ社を設立しました。現在、テル
モはヨーロッパ内 12 か国に子会社または代

理店を持ち、それ以外にヨーロッパ 27 か国
で販売会社と提携しています。
1974 年、テルモは 500 万ベルギーフラン ( 約
12.5 万ユーロ ) を投資して、20,000 m2 の新
製造拠点をルーヴェン近郊のハースローデ・
リサーチパーク内に建設しました。2012 年
には、108,000 m2 に拡大されています。ハー
スローデで注射器と針の製造が開始されて
まもなく、ベルギー国王ボードゥアン 1 世が
施 設を訪問されました (1982 年 )。1990 年
5 月 9 日には、プラスチック製試料採取管、
血液バッグ、皮下注 射 針、および翼付輸液
セットを製造するための新工場に、50 億ベ
ルギーフラン ( 約 1.25 億ユーロ ) が投資され
ました。
2010 年、放射線・心臓医療用インターベン
ション製品の製造プラントを、生産量の増
加と将来の事業拡張への対応のため、ハー
スローデ拠 点内のより大きな施 設に移転、
1,000 万ユーロを超える大型投資により多く
の従業員の雇用が確保されました。この投
資は日本の経営陣がヨーロッパ市場におけ
る現地製造拠点として重視していることを
示しました。
テルモの製造施設の建設地としてルーヴェ
ン近郊のハースローデ・リサーチパークが選
ばれた理由は、第 1 にベルギーは西ヨーロッ
パの中央に位置しており、主要な市場に近
いこと、第 2 にテルモヨーロッパ社が最初に
ヨーロッパの政治的中心であるブリュッセル
に設立されたことが挙げられます。また医
療分野で有名なルーヴェン大学、他の日本
企業も同じ地域にあり、政治的に安定した
国家、ビジネスコミュニティへの充実した支
援 等の理由もありました。
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主要データ
従業員数 : 16,000 以 上 ( 世界 )、1,200( ヨー
ロッパ )、800( ベルギー )
2011 年売上高 : 38 億ユーロ ( 世界 )、4.5 億ユー
ロ ( ヨーロッパ )、3,500 万ユーロ ( ベルギー、
オランダ、ルクセンブルグ市場 )
ベルギーのビジネス環境の評価
全般
ベルギーは、生活水準が高く、労働者が効率
的で、経済基盤も優れているため、豊かなビ
ジネス環境が整っています。歴史的に教育は
高い質を保ってきていますが、維持するため
の対策が必要です。
教育、トレーニング、および人材
ベルギー人は仕事熱心で、言語に長け、高い
教育を受けています。
ベルギーは数多くの著名な研究者を輩出して
います ( 植物遺伝学のファン・モンタギュー教
授、アルツハイマー病のファン・ブロックホー
ベン教授、抗凝固薬のコレン教授など )。研
究の質と教育のレベルは歴 史的に非常に優
れていますが、他の西ヨーロッパ諸国と同様
に、現在の質とレベルが過去水準に達してい
ない兆候があるため、若者が研究に従事する
意欲を持ち、高い技術力を持つ人材に対する
ニーズを掲げるなど、どう維持するかが地域
にとって鍵になります。
インフラストラクチャー
ベルギーの道路網および高速道路インフラは
非常に高密度です。ドイツ、フランス、イギ
リス、オランダなど興味深い市場の近くに位
置しているため、特にベルギーの道路インフ
ラは輸送のために頻繁に使用されます。交通
量が多いことにより、道路が損傷するだけで
なく、渋滞も発生します。異なるヨーロッパ
の国々を通過する国際輸送には多くの書類手

続きが必要になるため、鉄道を利用するとい
う選択肢もあります。
法律、金融、財政環境
医療機器メーカーとして、テルモはさまざま
な種 類の法律や規制に従う必要があります
( 医療機器指令、製造施設における従業員の
安全、社会的情勢、環境規制など )。世界的
傾向として、法的環境はより複雑になってき
ており、 医療機器業 界は課題を抱えていま
す。ヨーロッパ大陸では、法律の大半はヨー
ロッパ 全 体 のものですが、地 域による必要
条件も考慮しなければならない場合がありま
す。
ベルギーの財政・法律環境は満足できるもの
で、EU 当局がブリュッセルにあることも好都
合です。ただし、投資者として、テルモは時
に法律が頻繁に変更されすぎることに留意し
ています。財政・法律環境が長期間不変であ
れば、企業は長期的意思決定が容易になりま
す。ベルギーでの人件費は比較的高いですが、
これには給与や賃金の水準よりも付加的な労
働コストが関与しています。ベルギーでの社
会福祉制度は充実していますが、その分コス
トも高くなります。
研究開発環境
大学、コンピテンスセンター、教育病院があ
るため、研究を実施し、パートナーシップを
築くには非常に優れた環境です。一方、当局
の多地域アプローチ ( フランダース、ブリュッ
セル、ワロン ) により、官僚主義の度合いが
高く、技術革新に関する戦略的アプローチの
一貫性と透明性が低下し、政策が重複してい
る場合があります。
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生活水準
ベルギーでの生活水準は、日本人駐在者に
とって良好です。日本人は文化の多様性に
魅力を感じ、ヨーロッパの国々や地域間の
違いに気付きます。特に、豊かな文化遺産
や美術館および歴史的建物の存在は魅力的
です。社交的に交流したり、スポーツクラブ
に入ったり、レジャーを楽しむ機会も豊富で
す。日本人学校 ( ブリュッセル ) は、子供た
ちが日本の文化や振る舞いを維持するため
に重要な役割を果たしています。また、ヨー
ロッパの政治的中心であるブリュッセルは、
快適で居住中心地です。すべての主要な都
市と同様、継続的な安全対策を行い、強化
していく必要があります。
ベルギーでの重要な成功要因
全体的に、ビジネス環境は満足できるもの
です。ベルギーは便利な西ヨーロッパの中
央に位 置し、高 い 教 育 を 受 け た 労 働 者 は
優れた言語能力を持っています。国は政治
的に安 定しており、多くの EU 機 関および
NATO の本部が近くにあります。多くの医療
機器、医薬品、バイオテクノロジー企業の

想定される今後の発展
テルモのヨーロッパにおける目標は野心的
です。新 規の買収および 社 内 開 発により、
現在の売上 4.5 億ユーロから、2020 年まで
に 20 億ユーロ伸張達成を目指しています。
主な開発市場区分は、ザベンタムを拠点と
するテルモ BCT による血液管理、心臓およ
び放射線医療向けインターベンション機器、
投薬のための新しい薬品と機器ソリューショ
ンです。ハースローデでは、生産は徐々に K
パックシュアシールド安全針などのより高度
な特殊製品に展開していきます。この皮下
注射針には、医療従事者や自己注射する患
者が誤って負傷するケースを防ぐ機能が付い
ています。針は充填済み注射器と共に使用
可能、医薬業界に販売されています。
最近起きた日本での地震が国内の社会、ビ
ジネス、そして特に製造施設に及ぼした影
響を考慮し、テルモの経営陣はビジネスリス
ク軽減のため国外の製造施設、テクノロジー
および原料調達のための現地パートナーシッ
プ拡大を計画しています。

テルモはベルギーとの長期的な関係を約束
しています。ヨーロッパ本部、営業所、製造
および流通施設、成長を続ける研究開発部
一方で、人件費 ( 南ヨーロッパの一部の国々 門、およびサポート部門 ( 人事、IT、法務等 )
に比べて効率的ながら高い ) が課題となる がすでにベルギー国内に置かれ、ヨーロッ
可能性があります。さらに、交通密度を適 パ医療臨床部門では多くの国際臨床研究が
切に管理するなど当局の注意が必要であり、 計画、管理されており、全世界のテルモに
ベルギーが財政的、および法律的に魅力的 とって重要な役割を果たしています。また、
であり続けるための長期的なビジョンと戦略 テルモヨーロッパには薬品業界の医療機器
ニーズに対応するグローバ ル医 薬ソリュー
が必要です。
ション事業本部もあります。

存在や大学および医療ノウハウセンターで
の研究開発も魅力的です。

www.terumo-europe.com
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T erumo Europe N .V.
The company
Terumo Corporation
Tokyo-based Terumo Corporation is one of the
world’s leading medical device manufacturers
with over EUR 3.8 billion in sales worldwide and
operations in more than 160 nations. Founded
in 1921, the company develops, manufactures,
and distributes world-class medical devices
including products for use in cardiothoracic
and minimally invasive surgery, interventional
procedures, and transfusion medicine. The
company also manufactures a broad array of
syringe and hypodermic needle products for
hospital and physician office use.
Terumo Europe N.V.
In 1971 Terumo Corporation founded its European headquarters in Belgium. Today, European manufacturing sites, product development,
and clinical and medical programs contribute
significantly to the global success of the group.
In Europe, Terumo sells over 6,000 quality
medical products through an extensive network of local subsidiaries and business partners.
On the 11th May 1971 Terumo Europe N.V. started their offices on the 6th floor of the Cannon
Building, Place Madou in Brussels. The company rented space at the National Warehouse
along the central canal near the Port of Antwerp in order to store medical supplies brought
to Belgium from Japan. At that time, not many
Japanese companies had entered into Belgium
and Terumo was one of the first companies to
do so.
After Terumo Europe N.V. gained a foothold in
Europe, the company established Terumo Italia
SRL, and Laboratoires Terumo France S.A. in
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1973. Then in 1974 it opened an office in Sweden as its base in Northern Europe and in 1975
established Terumo Deutschland GmbH. Today
the company has subsidiaries/representative
offices in 12 European countries and distributors in additional 27 European countries.
In 1974 Terumo invested BEF 5 million (approx.
EUR 125,000) in a new production site which
was constructed in the Haasrode Researchpark near Leuven. The original construction
area was 20,000 m2 (2012: 108,000m2). Shortly after the production of syringes and needles began in Haasrode, the King of Belgium,
Boudewijn I, visited the facility (1982). On the
9th of May 1990 new buildings for the production of plastic sampling tubes, blood bags,
hypodermic needles and winged infusion sets
were inaugurated. This was the result of an additional investment of BEF 5 billion (approx.
EUR 100 million).
In 2010 the manufacturing plant for interventional products for radiology and cardiology
was moved to a bigger facility at the Haasrode
site in order to increase capacity and prepare
for future business expansion. A major investment of more than EUR 10 million secures the
employment of many more associates and
most of all, indicates the belief of the Japanese
management in the importance of a local manufacturing site in the European market.
The Haasrode Researchpark near Leuven was
selected for the construction of the Terumo
production facility, for several reasons. Firstly, Belgium is centrally located in the heart of
Western Europe, in the vicinity of the major
markets and secondly, Terumo Europe N.V. was
initially established in Brussels, the political
center of Europe. The University of Leuven, a
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famous know-how center in the medical field,
is close by and other Japanese companies are
present in the region. Secondly, the country is
politically stable and provides excellent support to the business community.
Key figures
Number of employees: over 16,000 (worldwide), 1,200 (Europe), 800 (Belgium)
Turn over 2011: EUR 3.8 billion (worldwide),
EUR 450 million (Europe), EUR 35 million (Benelux market)
Evaluation of the Belgian business
environment
General
Belgium provides a prosperous business
environment with a high quality of life, an
efficient workforce and good infrastructure.
While education has historically been of very
high qualit y, measures must be taken to
maintain this level.
Education, training and human
resources
Belgians are dedicated to the job, multilingual and well-educated.
Belgium is home to many famous researchers (such as Prof. Van Montagu – plant genetics; Prof. Van Broeckhoven - Alzheimer
disease; Prof. Collen – anticoagulant drugs).
The quality of research and the level of education has been historically excellent. Not
withstanding there are some signs that - as in
other Western European countries - the current quality may not be equal to the level of
the past. Hence, it is important for the region
to continue excelling. In order to achieve this,
the youth should be motivated to engage in

research. There is also a high need for technically skilled people.
Infrastructure
The network of roads and the highway infrastructure in Belgium is quite dense. Due to
its location close to interesting markets such
as Germany, France, the UK and The Netherlands, the Belgian road infrastructure is heavily used amongst others for transit transport.
The dense traffic not only is responsible for
road damage, it also causes, just like in many
heavy populated areas in the world, traffic
congestion. Use of the railway is an option,
although international transportation passing through different European countries requires a lot of paperwork.
Legal, financial and fiscal environment
As a producer of medical devices, the company has to comply with many different types
of legislation and regulations (e.g. medical
devices directives, safety of employees in
production facilities, social conditions, environmental regulations). There is a worldwide
trend on all continents towards the creation
of a more complex legal environment and
the medical device industry is challenged to
comply with it. On our continent, the laws are
mostly European-based, although there are
local and regional requirements to be considered as well.
The fiscal and legal environment in Belgium
is satisfactory and the presence of EU-authorities in Brussels is a plus. However, as
an investor Terumo notes that sometimes
laws change too frequently. Keeping the fiscal and legal environment unchanged over a
longer time period would make it easier for
companies to take long-term decisions. Ob-
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viously, there is a need for long-term vision
and strategy. The cost of personnel in Belgium
is relatively high, but this has less to do with
the level of salaries and wages than with the
ancillary labor costs. While the benefits of the
social welfare system in Belgium are high, so
is the cost.
R&D environment
The presence of universities, competence centers and teaching hospitals provides an excellent environment for conducting research and
for setting up partnerships. On the other hand,
the multi-regional approach of the authorities
(Flanders, Brussels, Wallonia) increases the
level of bureaucracy, weakens the consistency
and transparency of the strategic approach on
innovation and initiatives may overlap or be
duplicated.
Qualit y of life
The quality of life in Belgium is good for Japanese expatriates. They appreciate the cultural
diversity and note the differences between European countries and regions. In particular, the
rich cultural heritage and the presence of museums and historical buildings are attractive
for Japanese expats. There is ample opportunity to socialize, join sports clubs and enjoy leisure activities. The Japanese school (Brussels)
plays an important role in preserving Japanese
culture and attitudes among the children. Also
Brussels, political center of Europe, is a pleasant and central place to live. Like in all major
cities, continuous and increased efforts are
needed to address safety issues.

Critical success factors in Belgium
Overall the business environment is satisfactory. Belgium is conveniently located in the center of Western Europe and has a well-educated
workforce with attractive language skills. The
country is politically stable, houses many EUinstitutions and the NATO headquarters is
nearby. The presence of many medical device,
pharmaceutical and biotech companies as well
as the research and development at universities and medical know-how centers add to the
attractiveness.
On the other hand, the cost of personnel (more
efficient, but also more expensive than in some
southern European countries) may present a
challenge. Furthermore, attention is required
from the authorities to keep the density of the
traffic under control and a long-term vision and
strategy is needed to keep Belgium attractive,
fiscally and legally.
Further developments envisaged
The objectives of Terumo in Europe are ambitious. The current turnover of EUR 450 million
is expected to grow to EUR 2 billion by 2020.
This will be achieved by both new acquisitions
and in-house developments. The focus will be
on the development of the following market
segments: blood management through Terumo
BCT, based in Zaventem, interventional equipment for cardiology and radiology and new
drug and device solutions for administering
medication. In Haasrode, production will gradually evolve towards more sophisticated specialty products such as the K Pack Surshield™
safety needle. This hypodermic needle has an
integrated sharps protection feature which
prevents needle stick injuries to healthcare
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workers and self-administrating patients. The
needle can be used with (pre)filled syringes
and is being sold to the pharmaceutical industry.
Having in mind the effects of the recent earthquake in Japan on society, business and in
particular production facilities in Japan, Terumo management intends to mitigate business risk by expanding production facilities
outside Japan and by increasing the number
of local partnerships for sourcing technology
and raw materials.

gium. The European headquarters, sales offices, production and distribution facilities, a
growing R&D function and support divisions
such as (HR, IT, legal and regulatory) are already present in the country. The European
Medical and Clinical Division in Belgium is significant for Terumo worldwide as many multinational clinical studies are instigated and
managed from here. Terumo Europe also hosts
the Operational HQ for Global Pharmaceutical
Solutions which addresses the need for medical devices in the pharmaceutical industry
www.terumo-europe.com

Terumo has a long-term commitment to Bel-
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トヨタ紡 織ヨーロッパ
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ビジネスの概要

ベルギーでのビジネス環境について

ビジネスの歴史、投資の成り立ち
トヨタ紡織のヨーロッパにおける活動は、ト
ヨタ自動車の ベルギー 進出に合わせ、欧 州
における市場調査を目的として 1989 年 12 月
にザベンタム市に出張所を開設したところか
ら始まります。その後 2002 年１月にドイツ・
デュッセルドルフ出張所を開所した後、営業・
開発活動を本格的に進めるためデュッセルド
ルフ出張所をザベンタムに統合、2005 年 6 月
に法人化を行い現在に至っています。

規則 ( 全般的に )
ベルギーにおけるビジネス環境には、全般的
に満足しています。当社は、事業基盤強化の
為、今日も、毎年多くの出向者を派遣しており、
ビザ、労働許可など必要な手続きは、他国と
同様に行うことが出来ています。また、各コ
ミューンでの手続きは、大きな問題なく進め
ることが出来ます。
事業を行っているセクターで
事業活動を行う上で、特に制約などがなく、
スムーズに進めることが出来ます。

セクター
トヨタ紡織は、自動車用部品分野で、シート、
内装品、フィルターの生産・販売を中心にグ インフラ
ローバルに展開しています。
当社は、東はロシア、南は南アフリカまでを
統括している為、移動アクセスは、非常に重
欧州・アフリカ地域では、従来から展開して 要ですが、当社から国際空港までは非常に近
いたフランス、トルコ、南アフリカ、ポーラ く、また、各地域への航路ネットワークも充
ンド、ロシア、ポーランドに加え、2011 年に 実しています。願わくば日本との直行便が誘
ドイツの内装品会社を買収し、事業基盤の強 致されると、より大きなアドバンテージにな
化拡大を行っています。
ると感じています。
売上、従業員数、ロケーションなど事業の概要
2012 年 2 月現在、当社は従業員 121 名を雇用
しておりますが、そのうち約 80 名が、ザベン
タムに勤務し、開発・評価、販売・調達をはじ

教育、職業訓練、人材について
事業拡大を行っている当社にとって、優秀な
人材確保は大きな課題ですが、ベルギーにお
いて高いレベルの教育を受けた人材が近隣の
先進国よりも適正な賃金レベルで雇用できる
め、地域の総合的な管理を行っています。
ことは、我々の活動に大きな力になっていま
す。また、インターンシップとして他社および
ベルギーに投資をした主な理由
最近ではザベンタム市に、各種評価が出来る 当社で業務の経験をした多くの人材が採用で
ような設備投資を行っていますが、これは、 きることも、事業推進のスピードアップを進
欧州地域での現地材料・部品などの積極的な める上でのメリットになっています。
活用により、より地域に適した製品をより良
い価格でお客様に供給することを目的に進め 法務、税務、社会保障関係について
ています。このような活動を行うために、各 VAT のシステムは、他国と比べ複雑ですが、
地からの情報収集が重要です。ベルギーから 特に問題になることはありません。
各国へのアクセスの利便性は欠くことができ
ない重要なポイントになっています。
社会保障については、日本との間の協定が有
効に機能しており、日本人出向者の導入を容
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易にしていますが、５年間の年限制約が緩
和されると、もっと有効に機能すると期待し
ています。
欧州統括本部の活動を行う上で
当社は、CLEPA 欧州自動車部品工業会に加
入していますが、事業に関連する情報をブ
リュッセル で直接入手できることは、非常
に貴重なことと考えています。
物流活動を行う上で
当社は、ベルギーにおいては、欧州内子会
社の物流企画を行っています。
r&d 活動を行う上で
当社の人材の約半数は、R&D に関する業務
に就いており、また、近年は、部品材料の
現地調達化を進めるために評価設備を導入
しています。このように R&D に関する投資
に関する税務上の恩典は、大きな助けになっ
ています。
生活の質
ブリュッセル は、ほとんどの場所で英語が
通じ、また日本食材の入手、日本食をはじ
めとする多くのレストランなど、我々日本人
にとって非常に住みやすい環境であると思
います。
また、殆どの場所は治安もよく、住宅物件
も豊富かつリーズナブルな費用で探すこと
ができます。ブリュッセル日本人学校は、日
本人コミュニティの充実、日本政府などから
の支援のもとうまく運営されています。

ベルギーにおける事業にとって最も重要な
ファクター
ベルギーのビジネス環境の総合評価
当 社 は、R&D を 中 心 に 欧 州 各 自 動 車 関 連
メーカーの動向をスピーディに取り入れ、ト
ヨタ紡織グループの世界展開に有用な情報
発信をしており、非常に重要な位置にある
と認識しています。
利点について
グローバルに展開している当社にとって、多
言語に対応することが重要ですが、ベルギー
では、複数言語能力に加え、多国籍の方を
採用することが容易にできることは、重要
なポイントであります。
欠点、改善すべき点について
今後、更なる事業拡大を行う際には、EU 内
の近隣諸国との間に複雑な VAT システムを
追 加しなければなりません。また、VAT 控
除における要件も複雑で IT、人材投資が欠
かせない為、システムの簡素化ができると
よいと思います。
日本企業による買収による投資の場合、買
収後の事業統合プロセスの経験評価など
グローバル企業としては、通らなければな
らない道ではありますが、異文化・言葉の
壁を乗り越えることは、容易ではなく、融合
には時間を要しています。
今後の事業展開について
短期計画
ユーロ危機への対応は、自動車市場にも大
きく影響していますが、品質・納期・コスト
の改善に愚直に取り組むことで乗り切ってゆ
きます。
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長期計画
これまで進めてきた欧州・アフリカ地域での
生 産・開 発 体 制 基 盤 整 備をより一層おしす
すめ、欧州技術とのコラボレーションによる
トヨタ紡織の内装技術力の強化を行い、更
なる事業拡大や欧 州自動車メーカーの欧 州
以 外の海 外展開にも精力的に取り組んでゆ
きます。
欧州統括本部、物流、R&D機能などを導入、
拡充する可能性について
長 期計画に書きましたように、欧 州での事
業拡大に対応できるような地域 統括機能の
強化を進めてゆきます。
www.toyota-boshoku.com/global

18 T oyota B osho k u Europe
Description of our business
Business history, investment
structure
Coinciding with the expansion of Toyota Motors Corporation in Belgium, Toyota Boshoku
started its activities in Europe in December
1989 with the establishment of a branch in
Zaventem with the purpose of performing
market research in Europe. In January 2002,
after the opening of the branch in Dusseldorf
(Germany) and in order to promote operation and development activities the branch
of Dusseldorf was consolidated in Zaventem.
In June 2005 this became the office which is
leading the EU activities to the present day.
Sector
Toyota Boshoku is expanding globally its focus on production and sales of seats, interior
trims and filters in the automotive parts field.
Toyota Boshoku strengthens and expands its
business in Europe and Africa. In 2011 TB Europe acquired an interior products company
in Germany in addition to the existing operations in France, Turkey, South Africa, Poland
and Russia.
Sales, employees, location etc
In February 2012 there were 121 employees.
80 of them work in Zaventem in Development,
Evaluation, Sales, Purchasing and also in regional management roles.
Key factors that led to the decision to
invest in Belgium
In order to carry out diverse evaluations,
equipment investment has been done recently
in Zaventem, with the goal of getting better regional products and better prices to supply our
customer with an active utilization of local ma-

terials and parts, etc of the European region.
To perform such activities it is very important
to collect information from each place but it is
also essential to have an easy access to each
country from Belgium.
Evaluation of BelgiAN business
environment
General rules
In general I’m satisfied with the business environment of Belgium. Each year many expats
are joining in Belgium for the enhancement
of our business base. Visa application, work
permit etc, are done as in other countries.
Also, registration procedure in each municipality is done without big problems.
rules In your sector
It is going smoothly without constraints.
Infrastructure
Our company has affiliate companies from
Russia in the east till South Africa in the south.
Access to mobility it is very important and our
location is very close to the international airport. Shipping route network is also abundant
in each area although I feel that direct flights to
Japan would be a great advantage.
Education, training & human resources
We are expanding our business and securing
excellent human resources is a big challenge.
Due to the high education level in Belgium,
hiring at a reasonable wage level is becoming
a big advantage in our activities in comparison with neighboring developed countries.
An added benefit is that we can hire people
with business experience in our company
also as an internship, which will speed up our
business development.
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Legal, financial & fiscal environment
Compared with other countries, the VAT system
is complex, but it is not a problem.
Regarding Social Security, there is an agreement between Japan and Belgium which Japanese expats can easily join for a limited period
of 5 years. I hope it becomes more effective.
Carrying out European Headquarters
activities
Our company belongs to CLEPA (European Association of Automotive Suppliers). We feel
that the opportunity of receiving business related news directly in Brussels is highly valuable.
Carrying out logistics activities
We are making a logistics planning with the affiliated companies within Europe.
Carrying out R&D activities
About half of our personnel are working in R&D.
Recently we have introduced evaluation equipment to localize the components materials.
R&D investment and the related benefits for
tax treatment were a big help to us.
The qualit y of life
For Japanese people it is an easy country to live
in. In most places in Brussels the people speak
English, there are many Japanese restaurants
and also it is possible to buy Japanese food.
Most places are safe and it is possible to find
enough apartments at a reasonable price.
The Japanese school and the Japanese community are run well with the support of the Japanese government.

Critical (key ) success factors of your
operation in Belgium
Overall evaluation of Belgium business
environment
Our headquarter in Zaventem is playing an important role to collect up-to-date information,
mainly R&D related, or related to the European automotive market and share it with other
group companies for Toyota Boshoku’s global
business.
Positive factors
As a global company, Toyota Boshoku needs to
be multilingual. Belgium is a good location to
recruit international human resources with different language skills.
Negative factors or factors that could
be improved
We need to establish an additional complicated VAT system for further business expansion in neighboring countries. Also, there are
many elements to work on for VAT reduction,
which requires investment in IT and manpower.
Therefore, it is critical for companies like ours
to make the system as simple as possible.
In case of investment through
acquisition by Japanese parent,
experience/evaluation of integration
process
After an acquisition of a European-based company, we have been working on the overall
evaluation and integration, but it has been
taking time because of the language and cultural barriers which is inevitable for Japanese
companies.
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Future business plan
Short-term plan
The Euro currency crisis is affecting the automotive sector. We are striving to survive by
QCD improvement.
Long-term plan
We will continuously expand our business in
and outside Europe with the European OEMs.
To achieve this, further enhancement of production and development in European and
African regions and improvement of our car
interior technology in collaboration with European companies is absolutely necessary.
Possibilit y of expanding headquarters
functions, logistics and R&D activities
It is important for us to enhance our management and controlling system in the region
to deal with business expansion in different
countries.
www.toyota-boshoku.com/global
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トヨタモ ーターヨーロッパ
会社概要
投資の歴史
トヨタモーターヨーロッパは、欧州における
トヨタならびにレクサスの車 両 販 売 ならび
に、パーツやアクセサリーの販売、生産を統
括しています。従 業 員は約 94,000 名（含販
売ネットワーク）、1990 年以降の累計投資額
は 70 億ユーロにのぼります。欧 州における
生 産工場は 9 拠 点あり、56 ヶ国にまたがる
30 社による販売ネットワーク（計約 3,000 店）
が、販売を行っています。
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ツやアクセサリーがヨーロッパ中の販売店や
地域拠点に搬送されます。2009 年には施設
の屋上にソーラーパネルを設置しました。総
面積は 80,000m2 というベルギーでも最大級
の規模を誇り、本施設の年間電力消費量のう
ち 15 〜 20％を確保するとともに、年間 1,700
トンの CO2 排出量の削減に寄与しています。
ゼーブリュージュにある車両物流センターは、
2010 年には年間の搬送台数は、25 万台を超
しており、また 2010 年は設立 10 年目にあた
り、搬送した累計台数が 300 万台に達し、大
きな節目を迎えました。近年では、風力発電
施設も導入しました。港湾都市における包括
的な風力電力プロジェクトの第１段階にあた
ります。

欧州の 9 工場は、ヴァレンシエンヌ（フラン
ス）、バーナストンならびにディーサイド（イギ
リス）、アダパザリ（トルコ）、ヴァウブジフな
らびにイェルチ・ラスコヴィツェ（ポーランド）、
オヴァール（ポルトガル）、サンクトペテルブ 部門
ルク（ロシア）、コリーン（チェコ）にあります。 トヨタは世界の中でも、最も大規模な自動車
メーカーの一つです。トヨタブランドならびに
トヨタはベルギーにおいては 1970 年に初め レクサスブランドという 2 つのブランドの車を
て投資を行い、最初の事務所をブリュッセル 販売しています。またトヨタはダイハツ自動車
に構えました。それ以降、トヨタは欧州にお ならびに日野自動車の筆頭株主です。
ける重要な施設の多くを、ベルギーに設立し
てきました。今日では、ザベンタムに R&D セ トヨタの重要な数字
ンター（研究開発、調達、生産技術）、ブリュッ ベルギーにおけるトヨタの従業員は、約 2,250
セルに本社（販売、アフターセールス、コー 名であり、ベルギーにおける最も大きな企業
ポレート機能）、ディーストに大規模な部品物 の 一つで す。2012 年 1 月時点、ベル ギ ー 国
流センター、ゼーブリュージュに車両物流セ 内で、累計で約 7 億 5570 万ユーロを投資し
ンターを有しています。約 2,250 名がこれら てきました。例えば、2005 年には、トヨタ
はディーストの部品物流センターを拡大させ
の施設に勤務しています。
ザ ベ ン タム の R&D セ ン タ ー は、1987 年 に
開 設 さ れ、2006 年 に 規 模 を 拡 大して い ま
す。2011 年には、増加する開発 車 両の試 験
に対応するべく、車両性能試験場を R&D セ
ンターの隣に建設しました。試験場の面積は
65,000m2 に及びます。
ディーストの部品物流センターは、1993 年に
設立されました。この施設から、トヨタのパー

るのに、1500 万ユーロの 追 加投 資を行いま
した。2006 年には、トヨタはザベンタムの
R&D センターに 7500 万ユーロの追加投資を
行いました。車両性能試験場を含む R&D セ
ンター の 総 面 積は、187,000m2 に及びます。
2011 年のトヨタの販売実績（トヨタブランド
ならびにレクサスブランド）は 82.2 万台に上
ります。ベルギーにおける販売実績は約 2.55
万台です。
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ベルギーへの投資の主な理由
トヨタが欧州における本部をベルギーに設
置することを決断したのは、ベルギーという
国の素晴らしいロケーションにあります。ベ
ルギーは欧州における重要なマーケットなら
びに仕入先へのアクセスが非常に優れていま
す。まさにこのロケーションのおかげで、ベ
ルギーは、
EU や NATO の本部といった政治的・
経済的な機関の国際拠点となっています。
経営環境の評価

例としては、比較的安く、多様な高等教育が
受けられることや、外部の教育機関におい
て、奨学金付で教育が受けられること、社会
保障制度が従業員の生涯教育を支援してく
れることなどが挙げられます。
こういったことに加えて、企業は研究開発に
取り組むことで、年間の税金の控除が受け
られる可能性もあります。こうした取り組み
は、企業と従業員の成功に寄与しているとい
えます。

人材育成
ベルギー人は高い教育と訓練を受けており、
柔軟かつ革新的な発想を持ち、問題解決に
長けています。ILO や OECD といった機関の
国際レポートにおいても、ベルギー人は、世
界的に見ても、最も生産性が高い人種の一
つとされています。

クオリティー・オブ・ライフ
多くの場合、クオリティー・オブ・ライフは、
起業するか、あるいは、企業で仕事をする
かを決める上で、重要な要素の一つとなり
ます。人材育成に関する報告書では、ベル
ギーは、世界で 17 位にランクインしていま
す。これはベルギーでの生活が心地よいこ
とを明示しています。加えて、ベルギーの医
ベルギー人のスタッフのもう一つの利点は、 療制度は、世界でもトップクラスにあること
複数の言語を話せることにあります。３つ で有名です。政府が医療費の相当分を負担
の公用語を有し、欧州の真ん中に位置する してくれており、人々は高いクオリティの医
ことから、ベルギーは多文化、多言語です。 療を、安く享受することができます。
ベルギーにおける、ベルギー人以外の人口
は、14 万人を超しており、ベルギーでの労 今後に向けて
働市場では、多言語の使用がますます促進

されています。ブリュッセルならびにザベン
タムのトヨタのオフィスにおいても、30 ヶ国
以上の人々が働いています。
トヨタは、長期的な人材育成が、成功への
鍵であると強く信じています。このため、企
業使命の一つは、仕事をやりながら従業員
は学び、そのことを通じて、継続的に人材
を育成することにあります。このような活動
に加えて、ベルギーには、トヨタの人材育成
を支える環境があります。例えば、ベルギー
政府は、高度な教育を受けた地元の労働力
を支援するような、多様な取り組みを行っ
ています。

2011 年にトヨタモーターヨーロッパは、100
名以上の新規雇用を行うことを発表しまし
た。優秀な人材を技術、販売、コーポレー
ト機能に取り込むことを目指しています。
欧州におけるトヨタは、小型車において、競
争力のある商品を企画し、欧州独自の技術
開発を行うことを通じて、グローバルトヨタ
をリードする地域となり、グローバルトヨタ
に貢献していきたいと考えています。
http://toyota.eu
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T oyota motor europe
COMPANY DESCRIPTION
INVESTMENT HISTORY
Toyota Motor Europe NV/SA (TME) oversees
the wholesale sales and marketing of Toyota
and Lexus vehicles, parts and accessories,
and Toyota’s European manufacturing and
engineering operations. Toyota directly and
indirectly employs around 94,000 people in
Europe and has invested over EUR 7 billion
since 1990. Toyota’s operations in Europe are
supported by a network of 30 National Marketing and Sales Companies across 56 countries,
a total of around 3,000 sales outlets, and nine
manufacturing plants.
These nine plants are located throughout Europe, in Valenciennes (France), Burnaston and
Deeside (UK), TME TK (Turkey), Walbrzych and
Jelcz-Laskowice (Poland), Ovar (Portugal),
Saint Petersburg (Russia) and Kolin (Czech Republic).
Toyota’s first investments in Belgium date
back to 1970, when its first office was opened
in Brussels. Since then, Toyota has established many of its key European facilities in
Belgium. Toyota Motor Europe’s operations
today include its Technical Centre in Zaventem
(Research & Development, Purchasing and
Production Engineering), its headquarters in
Brussels (Sales & Marketing, After Sales and
Corporate Functions), a large parts logistics
centre in Diest, and a vehicle logistics centre
in Zeebrugge. Together these activities employ
2,250 people.
Toyota’s Technical Centre in Zaventem was
opened in 1987 and expanded in 2006. In 2011,
in order to meet the increasing requirements
for testing cars developed in Belgium, the Zaventem Proving Ground was constructed next-
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to the Technical Centre. The proving ground
and its accompanying facilities cover a total of
65,000m2.
Toyota Parts Centre Europe (TPCE), in Diest,
was established in 1993. From this facility,
Toyota’s parts and accessories find their way
to dealers and regional depots throughout
Europe. In 2009, Toyota installed solar panels on the roof of TPCE. The installation is one
of the largest of its kind in Belgium, covering
80,000m2 and produces between 15 and 20%
of the annual electricity requirements of the facility, thereby cutting down CO2 emissions by
1,700 tonnes per year.
The Toyota vehicle hub at the port of Zeebrugge
handled over 250,000 vehicles in 2010, reaching a major milestone by distributing its 3-millionth vehicle in the same year after its first
decade of operations. Currently a project is
being developed to install two wind turbines at
the vehicle terminal at the Zeebrugge location.
This is the first phase of a comprehensive wind
energy project planned in the port.
SECTOR
Toyota is one of the world’s largest automotive
manufacturers. It sells cars under the brand
names of Toyota and Lexus. Toyota also owns
majority stakes in Daihatsu and Hino.
KEY FIGURES
Toyota employs around 2,250 people in Belgium, making it one of the largest employers in
the country. As of January 2012, Toyota has invested a total of about EUR 755.7 million in the
country. For example, in 2005, Toyota made an
additional investment of EUR 15 million to expand the Toyota Parts Centre Europe in Diest.
In 2006, Toyota invested EUR 75 million in the
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expansion of the Technical Centre in Zaventem. In 2011, Toyota invested another EUR 47
million for the purchase and construction of
the new proving ground in Zaventem. The site
of the Technical Centre, including the proving
ground, measures 187,000m2 in total. Toyota
sold over 822,000 Toyota and Lexus cars in
2011 in Europe. Toyota in Belgium sold over
25,500 Toyota and Lexus cars in 2011.
KEY FACTORS THAT LED TO THE DECISION TO
INVEST IN BELGIUM
Toyota’s decision to establish its European
headquarters in Belgium was strongly influenced by the country’s strategic location,
which allows excellent access to Europe’s key
markets and suppliers. Precisely because
of this location, Belgium is an international
hub for economic and political institutions,
including both the headquarters of the European Union and NATO.
Belgium boasts a highly developed infrastructure of airports, ports, roads and railways. Linking up seamlessly with France,
Germany and the Netherlands, the Belgian
road network with its seven international motorways is one of the best in Europe. The port
of Antwerp is the second largest sea port in
Europe.
EVALUATION OF THE BUSINESS
ENVIRONMENT
EDUCATION, TRAINING & HUMAN RESOURCES
With a high level of education and training,
Belgians are flexible and innovative and are
excellent at problem-solving. According to international reports from organisations such
as the ILO and the OECD, Belgian employees
are some of the most productive in the world.

Another key asset of Belgian staff is their
knowledge of several languages.
With its three official national languages and
its central location in the heart of Europe, Belgium is both multicultural and multilingual.
Over 140,000 non-Belgian Europeans live and
work in Brussels alone, boosting yet further
the multilingualism of the staff on the Belgian
labour market. At Toyota’s headquarters in
Brussels and Zaventem, people from more
than 30 nationalities work together.
Toyota firmly believes that long-term human
resources development (HRD) is the key to
continued prosperity. For this reason one of
the company’s missions is to continuously
develop employees through a combination of
both on and off the job development & training. In addition to company-led activities to
develop employees, there are favourable
conditions in Belgium which support Toyota’s
human resources development mission. For
example there are various Government (both
Federal and Regional) initiatives which support the creation of a highly skilled and educated local workforce.
Examples of such conditions & initiatives
include: comparatively low cost & widely accessible tertiary education, the option for
employers to send their employees to partly
subsidised trainings from external training
organizations and a social security system &
legislation which supports lifelong employee
learning & development.
Additionally, companies may also benefit
through accessing annual tax credits as a
result of their involvement in research & development activities. These initiatives help to
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create a business climate that promotes both
employer and employee success.
QUALIT Y OF LIFE
In many cases, quality of life is one of the key
factors in deciding whether to set up a company or develop an investment project in a specific location. In the Human Development Report
(comprising the United Nations’Human Development Index), Belgium occupies the 17th
place in the global Human Development ranking, clearly showing that it is a country where
it is pleasant to live. Additionally, the Belgian
healthcare system is renowned as one of the
best in the world. It offers virtually universal
cover for citizens, who can enjoy high-quality
medical care at a low cost price.

FURTHER DEVELOPMENTS ENVISAGED
In 2011 TME announced its decision to recruit
over 100 professionals for the company’s European headquarters and its Research & Development centre in Belgium. The recruitment
drive aims to bring enthusiastic and talented
professionals to TME’s engineering, sales and
marketing, and corporate functions.
Moving forward, Toyota in Europe aims to become the ‘lead’ region for global Toyota for
small cars, as the forerunner on competitive
planning and product definition and to contribute to global Toyota through the development
and application of unique local technologies.
http://toyota.eu

20 非 営 利 法 人 ヤクルト本 社ヨーロッパ 研 究 所
稔博士は、
「予防医学」
「健腸長寿」を提唱し、
病気に罹らないための医学、腸を丈夫にし
ヤクルトの歴史は、創始者である代田 稔博 て長生きすることを、研究活動の原点としま
士（1899-1982）が強化培養することに成功 した。この哲学は「代田イズム」として、ヤ
した乳酸菌シロタ株（ラクトバチルス カゼイ クルト本社の研究開発活動に継承されてい
YIT 9029）を、1935 年に「ヤクルト」の商標 ます。近年ヨーロッパを中心に世界へ広まっ
で飲料として発売したことに始まります。そ た「プロバイオティクス」の考え方は、人間
の後「ヤクルト」の販売会社組 織は全国に が本来持っている抵抗力を見直そうという
拡大し、1955 年にこれらの組織を統括する もので、腸内フローラのバランスを改善して
機関として、株式会社ヤクルト本社（Yakult 健康に寄与させることを目指した「代田イズ
Honsha Co., Ltd.）が設 立されました。株 式 ム」そのものです。ヤクルト本社は、プロバ
会社ヤクルト本社は、東京証券取引所市場 イオティクスの考え方の基盤である「健腸長
第一部に株式を上場し、食品、飲料、化粧 寿」の思想を「代田イズム」として創業時よ
品および医薬品の製造・販売を行っています。 り共有し、事業活動を展開してきました。
ビジネスの歴史、投資の成り立ち

海 外へ の 進出も積 極的に行われ、現在 28
の事業所を中心に 31 の国と地域で販売され
ています。ヨーロッパにおいては、1994 年
のオランダを皮切りに、ベルギー（1995 年）
、
イギリス、ドイツ（共に 1996 年）
、オースト
リア（2005 年）
、およびイタリア（2007 年）
に販売会社を設立し、
「ヤクルト」および低
糖タイプ「ヤクルトライト」を提供しています。
ヨーロッパ地域における製品の製造ならびに
販売会社組織の統括は、ヨーロッパヤクルト
株式会社
（Yakult Europe B.V.）
が行っています。
2011 年のヤクルト本社の従業員数は 2,903
名であり、これとは別に 約 42,400 名 の ヤ
クルトレディーおよび約 7,130 名のヤクルト
ビューティーを雇用し、直接消費者へ製品を
紹介・販 売しています。海 外では約 14,100
名の従業員と 39,200 名のヤクルトレディー
が働いています。2011 年 3 月期の国内外総
売上高は 3,059 億 4,400 万円でした。

Yakult Honsha European Research Center for
Microbiology ESV（非営利法 人ヤクルト本社
ヨーロッパ研究所：YHER）は、2005 年、ヤ
クルト本社の初の海外研究拠点としてゲント
に設立されました。
プロバイオティクスのリー
ディングカンパニーとしてのヤクルト本社の
地位をさらに強固なものにするため、
「代田
イズム」の思想そのものであるプロバイオ
ティクスの概念が誕生したヨーロッパの地で
研究活動を開始しました。YHER では、ヨー
ロッパ人に対する当社プロバイオティクス製
品の飲 用効果の科学的実証を重ねるため、
腸内フローラの改善を始めとする整腸作用
の検証を中心に研究を進めています。現在
YHER（ゲント）には 7 名の従業員（出向員 4
名および現地採用社員 3 名）が在籍し、東
京の中央研究所のみならず、ベルギー国内
外の大学等と研究を進めています。またヨー
ロッパにおいて臨床試験を実施しています。
ベルギーへの投資を決定した主な理由

ヤクルト本社の研究所は東京（日本）および
ゲント（ベルギー）にあります。1967 年、そ
れまでの京都研究所を東京へ移設し、中央
研究所として施設を拡充して新たなスタート
を切りました。ヤクルトの創始者である代田

既にヨーロッパには当社製品の製造・販売
を統括する会社が設立されていたこと、ベ
ルギーはそのヨーロッパの地理的中心に位
置していることをまず考慮しました。また、
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ゲント市サイエンスパークには大学や民間企
業の研究施設が集まっているため研究活動の
実施に恵まれた環境であると共に優秀な人材
を確保しやすいこと、フランダース地域政府
はバイオテクノロジーの発展に力を入れてお
り関連企業等の R&D 部門を積極的に誘致し
ている（税制上の優遇措置が設けられている）
ことも決定に至った主な理由です。

額ですが、ベルギー滞在が一時的な駐在員に
は所得税の特別控除や 5 年間のベルギー社
会保障免除制度があります。これとは別に、
R&D に携わる被雇用者に対する所得税の控除
があり、両者を組み合わせて恩恵を受けるこ
とも可能である点は有利です。また、YHER（ゲ
ント）は非営利の研究機関であることで、法
人税の大幅な軽減という恩恵も受けています。

サイエンスパーク内のみならずベルギー国内
全般のインフラおよび交通網は整備されてい
多くの人々が多言 語（英 語を含む）を話し、 ます。ベルギー、特にフランダース州は全般
一般的に教育レベルは高いと思います。求人 的に治安が良く、英語も通じるので駐在員に
面では、ポスドク研究員等の高学歴を有する とって生活しやすい場所と言えます。外国人
候補者は豊富ですが、逆に研究補助員として を対象とした現地公用語（オランダ語）コー
の採用に適した中等学歴者の求人はやや困難 スやインテグレーションコースが準備されて
です（資格過剰者が多い）。
おり、生活に必要な知識を無料で学ぶことが
できる点は有利です。また、子女は定員に空
VIB（フランダースバイオテクノロジー研究機 きがあれば希望の現地校に入学することがで
関）には大変お世話になり、感謝しています。 き、時間外保育も充実しています。ブリュッ
VIB からは、安全、社会的法令、環境といっ セルの日本人学校の存在は駐在員家族にとっ
た様々な規制上の要件を満たすためのサポー て重要です。ゲントから離れているため毎日
トを受けています。こうしたサポートは、諸規 通学することは難しいものの、土曜日の補習
制の多い我々のセクターにおいては重要です。 校への参加は日本語教育および日本の教育
環境を体験するという点で重要です。ゲント
研究を行う環境として、周辺諸国に比べ、臨 から通学圏内の日本人学校はリール（フラン
床試験実施の際に必要な倫理委員会による ス）にもあります。
審査が短期間で完了するという利点がありま
す。一方、駐在 員の ID 発行、研究資材購入 今後の事業展開について
ベルギーのビジネス環境

後の配送、および研究機器の修理等に要す
時間は他の欧州諸国と同等レベルであるもの
の、日本と比較すると非常に長期間に及ぶた
め、改善を期待します。

短期計画として、施設の拡充および駐在研究
員の増員を予定しています。中長期的には、

運営面では、ベルギーの公用語であるオラン
ダ語またはフランス語で正式文書を提出する
必要があるため、日本語もしくは英語で作成
した文書案を翻訳しなければならないという
難点があります（その逆も必要）。

研究データの蓄積により、ヨーロッパ地域だ
けでなく、アメリカ・アジア地域を含めたグロー
バルな事業展開への研究基盤を確立すること
を目指しています。ヨーロッパ研究所ならび
にヨーロッパ地域のヤクルトグループが一体と
なり、当社プロバイオティクスの有効性を広
めるために精力的な活動を展開しています。

通常、被雇用者の税金および社会保障料は高

http://institute.yakult.co.jp/japanese/about/labo

20 Yakult Honsha European Research Center for Microbiology E S V
Our History
The history of Yakult started in 1935 when
Yakult®, a drink which contains Lactobacillus casei strain Shirota, was manufactured
and introduced to the market. L. casei strain
Shirota was successfully strengthened and
cultured by the founder of Yakult, Dr. Minoru
Shirota (1889-1982). First, local offices were
established in various parts of Japan for marketing and distributing Yakult®. Subsequently, the Yakult Honsha Co., Ltd. was founded
in 1955 as the headquarters. Yakult Honsha
Co. is listed on the Tokyo Stock Exchange. It
manufactures and markets food, beverages,
cosmetics and pharmaceuticals.
Yakult Honsha Co., Ltd. has expanded overseas with enthusiasm and today our products are sold in 28 overseas operations
and consumed in 32 countries and regions
including Japan. In Europe, Yakult Honsha
Co., Ltd. established the first sales company
in the Netherlands in 1994, as the first step
in the expansion of the network. Thereafter,
sales companies were established in Belgium
(1995), UK, Germany (1996), Austria (2005),
and Italy (2007), and Yakult® and its lowsugar version, Yakult Light® were introduced
to the market. The products for the European
region are manufactured in Yakult Europe B.V.
in the Netherlands, which is also the headquarters of the European region.
The company employs 2,903 people in Japan in 2011. Apart from employees, approx.
42,400 Yakult Ladies and approx. 7,130 Yakult
Beauty Advisors are promoting the products
to consumers. Outside Japan, there are approx. 14,100 people employed as well as
39,200 Yakult Ladies. The worldwide consoli-

dated net sales reached JPY 305,944 million
in 2011.
Our research institutes are in Tokyo (Japan)
and in Ghent (Belgium). In 1967, the previous
research institute in Kyoto (Japan) was moved
to Tokyo and our research activities made a
new start in the expanded and improved institute named Yakult Central Institute for Microbiological Research (YCIMR). The founder
of Yakult, Dr. Shirota, emphasized the importance of preventive medicine and healthy intestines for longevity. He based his research
activities on medicine to prevent diseases
and the maintenance of robust intestinal
health to help people live longer. His philosophy, which is called Shirota-ism, has been incorporated into the research initiatives of the
Yakult Honsha Co., Ltd. The concept of Probiotics, which was originated in Europe and has
become widely accepted around the world
in recent years, is to re-examine the innate
resistance the human body possesses and
is exactly the essence of Shirota-ism which
aims to contribute to human health by the improvement of the balance of intestinal flora.
Ever since the history of Yakult started, we
have developed our business, having shared
Shirota-ism, which is the foundation of the
concept of Probiotics.
In 2005, Yakult Honsha Co., Ltd. founded the
Yakult Honsha European Research Center for
Microbiology ESV (YHER) in Ghent, Belgium,
as the hub of research activities in Europe.
The company has aimed to do research on the
European continent because the concept of
“Probiotics”, which is exactly the essence of
Shirota-ism, was originally developed in Europe. YHER conducts human studies focusing
on the regulation of intestinal functions, including the improvement of intestinal flora in
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order to accumulate scientific evidence regarding the efficacy of our Probiotic products to
European population. Currently, YHER (Ghent)
employs 7 people (4 expatriates and 3 local
staff). YHER is working together with a number
of universities, inside and outside Belgium as
well as with the YCIMR in Tokyo. It is also conducting clinical trials in Europe.
Key factors that led to the decision to
invest in Belgium
At the time of the establishment of the YHER,
there were already the European headquarters, sales and manufacturing facilities in the
Netherlands. Belgium (Ghent) was chosen,
however, because of its central location in Europe, the presence of an attractive technologycampus in Ghent close to academic and private
research institutes, the availability of qualified
personnel, and the strong motivation of the
authorities and of the Flemish Biotech Institute
(VIB) in attracting biotech companies in general and Yakult Honsha Co. in particular.
Evaluation of Belgian business
environment
The quality of personnel is appreciated. Many
speak several languages including English and
the level of education is generally high. The
availability of highly educated people (especially post-docs) is plenty. However, it is more
difficult to find personnel for a position, which
requires lower education, such as a technician
(namely, there are many overqualified people).
The company appreciates much the assistance of the Flemish Biotech Institute (VIB).
VIB provides support in order to assure
that a company is in line with regulatory re-

quirements on a number of issues such as
safety, social law, environment… Such assistance is important because of the regulated business environment in our sector.
The time period required to get approval from
the Ethics Committee for conducting clinical
trials is short in Belgium comparing with the
other countries in EU. However, the delivery
of official administrative documents such as
Residence Cards could be quicker. Delivery of
goods and repair of equipment is slow in Belgium, which might be similar in other European
countries, but when compared with in Japan.
The obligation to translate documents into an
official Belgian language is perceived as a burden.
Tax and Social Security contributions for local employment are high. However, the Region
provides a number of incentives for expatriates
as well as a tax-reduction for employees in
charge of R&D activities. The company appreciates the financial incentives that are available
for research workers and enjoys the benefit. In
addition, YHER, being a non-profit research organization, pays much less corporate tax.
The research infrastructure on the campus
and the traffic network and the infrastructure
in general are excellent. The quality of life in
Belgium is excellent for expatriates. In particular, Flanders is an attractive place to live; it is
generally safe and most people speak English.
Language courses are provided in order to accelerate the integration for foreigners. Children
can enter the school of choice for free and the
nursery services after school are well organized. The presence of the Japanese school in
Brussels is important. As the school in Brus-
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sels is too far away from Ghent, it is not possible for children to go there on a daily basis.
They subscribe to a school around Ghent and
some of them go to the Japanese school on
Saturdays for additional Japanese lessons.
This enables them to keep up with the Japanese education system. There is another Japanese school available in Lille (France).

Further developments envisaged
In the short term the research facility will
expand and an additional Japanese expatriate will join the team in Ghent. YHER aims to
establish a research base for global business
development - not limited to the European
continent but also in the Americas and Asia through the accumulation of relevant scientific data. YHER and the Yakult Group companies
in Europe are vigorously developing activities
together in order to promote the effectiveness
of our Probiotic products.
http://institute.yakult.co.jp/english/about/
labo

結び
CONCLUSION
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結び
BJA（日白協会兼商工会議所）の投資委員会
は、このたび「ベルギー進出日系企業の状
況（2012 年版）」を刊行しました。2000 年
と 2006 年の出版から 6 年たち、その間の
日系企業の進出と発展、新たな経験を取り
入れました。
今回の調査は、2008 年の世界的経 済危機
からの回復もままならぬうちに、東日本大
震災、タイの洪水、ユーロ危機 ､ 円高に襲
われるという、日系企業をとりまく厳しい状
況が続く中で行われました。日系企業がベ
ルギーの地の利 ､ 人の利を最大限に利用し
て奮闘している様子がうかがわれるかと思い
ます。
今 回の版 では、ベル ギ ー のブリュッセ ル、
フランダース、ワロン地域に進出しているさ
まざまな業種業態の日系企業に加え、日本
と深い関係を持っているベルギーの研究機
関も含めました。日系企業のグローバル化
が進み、進出の形態が多様化していること
を考慮したものです。このことにより、研究
開発を含む日系企業の高度なオペレーショ
ンの進出先として、ベルギーが適しているこ
とがご理解いただけると思います。
その理由として、ベルギーが欧州の玄関口に
位置し、整ったインフラを備えていることは
周知の事実ですが、同時に、研究開発要員
を含め、レベルの高い人材が揃っていること
が挙げられます。これは、ベルギーで長年事
業を発展させてきた日系企業関係者が実感
している点で、ベルギーの教育の成果であ
ると共に、ベルギー人の仕事に対する高い意
欲および多言語能力に由来するものといえる
でしょう。またベルギー連邦・地域政府の日
系企業を歓迎する姿勢と暖かい協力も、大
切な理由のひとつに挙げられます。

ベルギーに居住する多くの日本人は、この
国は住みやすいと感じています。ベルギー
における生活の質は非常に高いため、赴任
者の多くから、帰任のためベルギーを去る
ことを残念に思う、というコメントがしばし
ば聞かれます。
本書では、2000 年版、2006 年版と同様に、
改善されるべき点についても積極的に意見
を聴取しました。日系企業の投資対象先と
して、ベルギーの魅力を一層増すためには、
人件費、特に雇用主負担の社会保障掛け金
を抑制する努力をすべきこと、また規制を
緩和し、各種行政手続きを簡素化すべきこ
と、英語文書を行政手続きにおいて認める
べきこと、さらに両国間の直行便を実現す
べきこと、などが多くの企業の共通意見と
してあげられています。
本書は BJA 投資委員会の主導で作成されま
したが、事例および関連情報を収集するに
あたり、ベル ギ ー 連 邦・地 域 政 府、企 業、
個人の方々に多大な協力をいただきました。
本書を作成するにあたって快く事例を提供し
てくださった企業・研究機関の皆様をはじめ、
ご協力いただいた方々に心より御礼申しあ
げ、結びとさせていただきます。

BJA 投資委員会委員長
野村正智
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Conclusion
The Belgium-Japan Association and Chamber
of Commerce published the ‘Experience of
Japanese Companies in Belgium’ in 2000 and
2006. Six years on, we are pleased to present
its 2012 version that has incorporated the development and experience of Japanese companies since the previous publication.
The interviews were carried out when business
conditions were extremely difficult for Japanese companies. While they were recovering
from the global economic crisis of 2008, they
were struck by the disaster of March 2011 in Japan, flooding in Thailand, the euro crisis and
a high yen value. Their stories show that they
are trying to maximise the benefits of Belgium
and Belgian people even under such circumstances.
Japanese companies that have presented their
experience in this book are in various sectors
and represent companies located in Brussels,
Flanders and Walloon Regions. We have, for
the first time, included Belgian research institutes that have strong ties with Japanese
businesses and institutions. It reflects the
globalisation of Japanese companies and the
resulting expansion of the ways that they come
to invest in Belgium. It shows that Belgium is
a good investment destination for Japanese
companies including such an advanced form of
investment as R&D activities.
It is well-known that Belgium is located at the
gate of Europe and that it has well developed
infrastructure. More importantly, Japanese
managers tend to echo that it is easy to find
highly qualified people in Belgium including
those who could be engaged in R&D activi-

ties. As many companies with long years of
experience have testified, this derives from the
fact that Belgian has an excellent education
system, that Belgians are highly motivated
and that many of them command multilingual
skills. In addition, warm welcoming attitude
and generous support by the Federal and Regional authorities are well known.
Japanese expatriates feel at home in Belgium.
We often hear that the quality of life in Belgium
is high and that, when they return home at the
end of their tenure, they leave the country reluctantly.
We have actively sought comments on issues
that should be improved as in our previous
books. To make Belgium more attractive to
investors, many have suggested that employment costs, especially employers’ social security contributions, should be reduced, that administrative procedures should be simplified
through deregulation, that English documents
should be accepted in administrative procedures and that direct flights from Japan should
be realised.
This book, an initiative of the Investment Committee of BJA, is the result of joint efforts by
Federal and Regional governments of Belgium
as well as private companies and individuals.
We would like to thank all the contributors especially the companies and institutions that
have willingly shared their experience for this
publication.
Masatomo Nomura
Chairman of the Investment Committee
Belgium-Japan Association and Chamber of
Commerce

126

ベルギーの税制、法制
TA X ATION AND LEGAL ENVIRONMENT IN BELGIUM

128

ベルギーの税制、法制
1 法人税制

•

1.1 法人税率

•

ベルギー法人およびベルギーにおける恒久 •
的 施 設を 通じて 事 業 活 動を行う外 国 法 人
は、ベルギー法人税の対象となります。ベ
ルギー法人は、全世界所得が課税対象とな •
りますが、租税条約が結ばれている国にあ
る支店からの利益は、課税が免除されます。
外国法人の恒久的施設は、法人税上の非居 •
住者となり、ベルギー事業からの利益が課
税対象となります。

る投資先の株式の前期末時点における会
計 上の純資産価値。
ベルギーが租税条約を結んでいる国にあ
る国外支店の純資産、不動産価格。
事業のニーズを超える有形固定資産また
はその一部の簿価。
課税対象となる利益を定期的に生み出さ
ない投資目的の資産（宝石、絵画等）の
簿価。
役員、役員の配偶者、役員の子供に使用
を認めている不動産や不動産に付帯する
権利の簿価。
非課税の再評価益（資本に組み込まれた
ものを含む）、資本投資補助金、税額控
除される研究開発費。

ベルギーの名目上の法人税率は 33.99% です。 なお、ベルギー会計基準にもとづいた会社
の株主資本には、資本、株式発行差金、再
しかしながら以下で説明する、資本に対す 評価益、準備金、留保利益（繰越損失）、資
るみなし利息控除制度（NID）や他の優遇税 本投資補助金が含まれます。
制のおかげで、実効税率は 33.99% を大幅
に下回る可能性があります。
上記の事項の一部が 1 会計年度中に変動し
1.2 みなし利息控除制度
ベルギー政府は資本と借入の間の税制上の
差別を縮小し、資本の充実を推進すること
を目的に、2005 年に「みなし利息控除」と
呼ばれる制度を導入しました。この制度で
は、ベルギーの法人や、外国法人のベルギー
支店が資本によって事業活動の原資を得て
いる場合、資本を借り入れたとみなして、そ
の利息に相当する金額を課税所得から控除
することを認めています。

た場合、変動が発生した翌月 1 日より変動
を反映し、通年では加重平均を用いて計算
します。
新設会社の場合は、設立時の株主資本を用
いて計算します。
利率は、適 用年の 2 年前の ベルギー 10 年
国債の利率が使われます。2012 年申告分に
適 用される利率は 3.425% です。2013 年以
降 3 年間の申告に適用される利率の上限は
3.00％
（中小企業は 3.50％）に固定されます。

みなし利息控除の対象となる資本金は、前 なお、みなし利息控除適用の結果、実効税
期末のベルギー会計基準にもとづいた会社 率が大幅に下がる可能性があるため、事業
の株主資本から、
以下を差し引いたものです。 形態によっては、日本の CFC 税制（いわゆる
タックス・ヘイブン対策税制）を考慮する必
• 自己株式、金融固定資産である株式、資
要があります。
本参加免税（受取配当控除）の対象とな
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みなし利息控除の適用例
前提：

みなし利息控除の対象となる資本金 2,000 (2011 年度末時点 )
会計上の利益 100
所得年度 2012 年、申告年 2013 年（適用利率 3.00％）
みなし利息控除適用前

みなし利息控除適用後

100.00

100.00

0.00

-60.00 (*)

100.00

40.00

33.99

13.60

33.99%

13.60%

会計上の利益
みなし利息控除
課税所得
法人税額（税率 33.99％）
実効税率
(*) 2,000 x 3.00% = 60.00

1.3 国際的な事業活動展開を支援する税制
1.3.1 持株会社
グループ会社の資本関係を統括するための中
間持株会社は、新会社を設立するか、もしく
は既存のベルギー子会社を活用することで実
現できます。持株だけを行う会社でも、事業
会社が持株を行う形でも、適用される税制に
違いはなく、いずれの場合も、次にあげる税
制の恩恵を受けることができます。

• 配当する会社の株式の少なくとも 10% あ
るいは取得価額で 250 万ユーロ分以上を所
有している。
• 配当を受け取る時点で、株式を 1 年以上継
続して保有しているか、保有する意図があ
る。
• 配当する会社が EU 外にある場合、配当の
原資が税率 15% 以上の課税対象となって
いる。

1.3.1.1 受取配当に対する資本参加免税
ベ ル ギ ー の 持 株 会 社 が 受 け 取った 配 当 の
95% まで法人税上の課税所得から控除するこ
とが可能です。残りの 5% は益金に算入され、
通常の法人税が適用されます。

1.3.1.2 株式譲渡益に対する資本参加免税
株式の売却に伴うキャピタルゲインは、原則
非課税です。ただし、売却した株式の発行会
社が特別に有利な税制の恩恵を受けていな
いことが条件となります。

受取配当に対する資本参加免税を受けるために
は、次の条件をすべて満たす必要があります。

株式の売却益が益金算入を免除されているこ
とから、売却損の損金算入は認められていま
せん。
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申告 年 2013 年からは、資本参加免 税の 適
用にあたり、売却した株式が 1 年以上継続
して保有されていたことが条件として追加さ
れます。1 年以上の継続保有条件が満たされ
ていない場合、キャピタルゲインは 25.75％
の税率で課税されます。
投資会社（金融機関、投資信託、投資顧問
会社等）が保有する投資目的の証券から得
られたキャピタルゲインには、通常の法人
税 33.99％が課税され、売却損や評価損は
損金算入が可能となります。
また、これらの新しいルールは、2011 年 11
月 28 日以降発生したキャピタルゲイン（お
よび売却損、評価損）についても、官報で
の公布日かそれ以降に終了する課税年度に
おいて適用されます。
1.3.1.3 支払配当に対する源泉税
ベルギー子会社から親会社への配当の支払
に対しては、原則として 25% の源泉税がか
かります。

• ベルギー子会社の株式の 10% 以上を 1 年
以上保有しているか、1 年以上保有し続け
る意図がある。
1.3.1.4 適格持株会社による支払利息に対す
る源泉税免除
ベルギーの適格持株会社によって支払われ
る利息は、源泉税が免除されます。適格持
株会社とみなされるためには、次の条件を
すべて満たす必要があります。
• ベルギーで設立された会社、あるいは外
国法人のベルギー支店である。
• 株式を金融固定資産として所有しており、
利息の発生あるいは支払が行われた年の
前期末時点において、そのような株式の
取得価額が貸借対照表上の総資産価額の
50% 以上を占める。
• その会社自身が株式市場に上場している
か、あるいは上場会社が直接的あるいは
間接的に 50% 以上その会社の株式を所有
している。親会社は、法人税か類似の税の
対象となっており、ベルギーの税制よりも
著しく有利な税制の恩恵を受けていない。

しかしながら、親会社が EU 外の国にあって
も、その国がベルギーと、税務当局間の情 1.3.1.5 EU 利息・ロイヤルティ指令の適用
報交換を認める条項を含む租税条約を結ん EU 内のグループ会社に対する利息とロイヤ
でいれば、EU の親子会社指令と同じ条件で、 ルティの支払いは、EU 指令にもとづき源泉
税が免除されます。この指令が適用される
源泉税の免除が適用されます。
のは、次の条件をすべて満たす場合です。
日本とベルギーの間には条件を満たす租税
条約が結ばれているため、日本の親会社が
次の条件をすべて満たす場合、ベルギー子会
社が配当を行う際の源泉税は免除されます。
• EU の親子会社指令付属書で定められた形
態と同様の法人形態（株式会社、有限会
社等）を持っている。
• 日本の税法上および租税条約上、日本の
居住者である。
• 日本の法人税の課税対象となっている。

• 利息、ロイヤルティの受益者は、EU の利
息・ロイヤルティ指令の付属書で定められ
た会社形態
（株式会社、有限会社等）を持っ
ている。
• 支払側と受益者は 25% 以上の資本関係
があるか、EU 域内において税制上の居住
会社となっている第三者が両社の 25% 以
上の資本を所有している。
• この資本関係は 1 年以上継続しているか
または継続する見込みである
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1.3.1.6 受取利息・ロイヤルティ
受取利息・ロイヤルティに支払い国で課せら
れた税に関しては、外国税額控除制度を適用
し、法人税から控除できる可能性があります。
控除可能額は、適用される租税条約で定めら
れている上限率に基づきます。外国税額控除
額と法人税額を相殺しきれない場合、控除で
きなかった外国税額控除額の繰越は認められ
ません。
1.3.1.7 租税条約の適用
持株会社や金融子会社が、ベルギー法人とし
て設立されている場合、ベルギーの締結した
租税条約の恩恵を受けることができます。ベ
ルギーは、日本や 他の EU 加盟国、スイス、
米国、香港など 90 カ国以上と租税条約を結
んでいます。租税条約の適用を受けることが
できる場合、条約の定める上限税率が適用さ
れます。
1.3.2 金融子会社
金融子会社をベルギーに設立し、グループ会
社のファイナンスを行う場合、みなし利息控
除制度に加えて、次の税制上の恩恵を受ける
ことができます。
1.3.2.1 支払利息の損金算入
支払利息は利率が独立企業間原則に則り、過
小資本税制が適用されない限り、すべて損金

EEA（欧州経済領域＝ EU 加盟国 27 カ国＋ノ
ルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン）
か、あるいはベルギーが租税条約を結んでい
る国の銀行からのローンの利息の支払いに対
しては、源泉税の免除が認められています。
金融子会社が非居住者に支払う、ローン、証
券、預金に対する利息は、源泉税免除の対象
になります。その場合、その金融子会社が利
子の元本の契約期間全体を通して、次の適格
金融会社としての条件をすべて満たす必要が
あります。
• ベルギーで設立された会社、あるいは外国
会社のベルギー支店である。
• 資本関係のある企業グループの一部である。
• そのグループのためだけに活動している。
• 金融サービスを専らに提供している。金融
サービスとは、ローンの提供、ファクタリ
ング、リース、トレジャリーなどを指す。
• 自らあるいは関係会社の取引に資金を供給
することだけを目的に、ベルギー企業ある
いは外国企業から原資を調達している。
• 金融子会社がその純資産価値の 10% 以上
の株式（取得価額）を保有していない。
適格金融会社としての条件を満たさない場合
でも、EU 内のグループ会社に対する利息とロ
イヤルティの支払いは、EU 指令にもとづき源
泉税が免除されます。
（1.3.1.5 参照。）

算入が可能です。金融子会社が持株を行って
いる場合には、前記の「1.3.1.1 受取配当に対
する資本参加免税」の項で説明されている、 1.4 過小資本税制
受取配当のうち益金に算入される 5% 分も、
支払利息を費用として控除する際の、原資に ベルギーでは、2012 年 7 月 1 日以降、新しい
過小資本税制が導入されます。
含めることができます。
1.3.2.2 支払利息に対する源泉税
ベルギーの支払利息に対する国内源泉税は、
原 則 21% です。しかしながら、国内法 の 規
定により免 除 される場 合が あります。例 え
ば、非居住者と結んだベルギーの記名債券や、

次の場合、負債と資本の比率が 5 対 1 を超過
する部分に対応する金額ついては、損金算入
が否認されます。
• 低課税国への支払利息。
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• グループ会社間の貸付に対する支払利息。
低課税国とは、所得税が課税されていない
か、あるいは受取利息がベルギーよりも相
当低い税率で課税されている国を示します。

1.5 知的所有権、環境に優しい技術に対す
る優遇税制
1.5.1 特許権収入

特許権の所有や、特許権を利用した製造な
グループ会社の定義は、ベルギー会社法第 どを推進するために、特許権収入に対する
11 条の定義に基づきます。負債には、公募債、 控除が 2008 年の申告 分から導入されまし
金融機関からの借入は含まれません。
た。この控除は、ベルギー法人、外国会社
のベルギー支店を含む、すべてのベルギー
資本は、期首の利益剰余金および期末の払 における法人税納税者が利用できます。
込資本金の合計です。
ベ ル ギ ー法 人等 の 課 税 所 得から、 ライセ
ンス供与等によって得られた特許権収入の
租税回避を主たる目的とした第三者による 80% 相当分までを控除することが可能です。
保証あるいは第三者からの出資を原資とす この場合、特許権収入の 20% だけが法人税
る借入の場合、当該第三者が支払利息の受 の対象になるため、特許権収入に係る所得
益者とみなされます。
の実効税率は約 6.8% となります。
• 次の場合は、
過小資本税制は適用されません。
ｰ 動産のリース会社、ファクタリングある
次の場合、控除の対象となります。
いは不動産リースを主な事業活動とする会
社で、金融セクターに属し、かつ、その借
• 会社自身によってベルギー国内外で開発
入が ､ 実質的にリースまたはファクタリン
され、所有（あるいは共同所有）されてい
グ 事業に活用されている場合。
る特許権からの収入。
ｰ 公開入札により受注した官民共同プロジェ • 購入、現物出資、ライセンス契約などに
クトの遂行を主な事業活動とする会社に
より特許権を取得し、取得した会社にお
よる借入。
いて追加的な開発がなされた特許権から
• 個人の役員、個人の株主、非居住者の法
の収入。ただし、追加的な特許権取得の
人役員に対する支払利息については、負債
と資本の比率が 1 対 1 を超過する部分に対
応する金額ついては、
配当とみなされます。
• ゼロ利息ローンについては、異常な、あ
るいは慈善的な行為による利益を受け
取ったとみなされ、このようなローンから
生み出された利益を、控除の原資とする
ことは認められません。

必要はない。
• 2007 年 1 月 1 日以前に当該会社、ライセ
ンス供与先あるいは関係会社によって利
用されたことがない特許権からの収入。
特許権収入については、ベルギーにおける課
税所得を構成する収入に限定され、独立企
業間原則に従う必要があります。さらに、他
社に配賦された特許権収入に係る研究開発
費用負担金は、特許権収入から除かれます。
費用の二重控除を避けるために、購入され
た特許権が当年度のベルギーの税務上の償
却の対象になっている場合、その分を特許
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権収入から差し引く必要があります。
受 取 配 当 に 関 する 控 除 適 用 後、 み なし 利
息 控 除 の 適 用 前 に、 特 許 権 控 除 を 適 用 す
る こ と が で き ま す。 な お、80% 相 当 分 ま
で 控 除 し き れ な か った 場 合 で も、 残 り を
翌 年 以 降 に 繰 り 越 す こ と は で き ま せ ん。

かあるいは償却期間にあわせるかの選択
ができます。一括控除の場合は、投資額
x15.5％ x33.99％、償却期間にあわせる場
合は、償却額 x22.5％ x33.99％となります。
十分な法人所得税がない場合、翌年以降
4 年間にわたり繰り延べることが可能です。
税額控除を 5 年以内に使いきれなかった場
合、還付の対象となります。

1.5.2 投資控除枠の拡大
1.5.2.1 特許への投資控除枠拡大
1.5.2.3 省エネルギー投資等
特許の取得に至る研究開発費、あるいは特許 省 エ ネル ギ ー 投 資 を 行 う場 合 には、15.5%
権の取得費が対象となります。ただし
（2013 年申告分）までの投資控除を行うこと
ベルギーでこれまでに利用されていない新規 ができます。
の特許・特許権に限られます。損金算入もし
くは税額控除を選択できます。
包 装材のリサイクルを促す投資を行う場合、
3% までの投資控除を行うことができます。
• 損金算入を選択する場合、投資額の 15.5%
の一括損金算入（2013 年申告分）ができま ホテル、レストラン、カフェなどにおける排煙
す。益金と相殺しきれなかった損金は、無
あるいはエアレーション・システム、電気自
期限に繰越できます。
動車の充電施設への投資は 15.5％までの投
• 税額控除を選択する場合、単年度一括控除 資控除を行うことができます。
（投資額 x15.5％ x33.99％）をすることがで
きます。十分な法人所得税がない場合、翌 上記の投資控除について、益金と相殺しきれ
年以降 4 年間に渡り繰り延べることが可能
なかった分は、無期限の繰越ができます。
で、さらに税額控除を 5 年以内に使いきれ
なかった場合、還付の対象となります。
2 間接税
1.5.2.2 環境に優しい技術に関わる研究開発
投資の控除枠拡大
環境に優しい技術に関わる研究開発費用が
対象となり、投資額の 15.5% を控除（2013 年
申告分）することができます。損金算入もし
くは税額控除を選択できます。
• 損金算入を選択する場合、一括損金算入す
るかあるいは償却期間にあわせるかの選択
ができます。償却期間にあわせて控除する
場合は、償却額の 22.5％となります。益金
と相殺しきれなかった損金は、無期限の繰
越ができます。
• 税額控除を選択する場合、1 回で控除する

2.1 関税
ヨーロッパの地 理的な中心に位置するベル
ギーは、物流のインフラも発達しています。
そのため、欧州の物流・流通市場において大
きな役割をベルギーは果たしており、それに
付随して物品の輸入・販売に関連する VAT お
よび関税規則の適用も発達しています。
ベルギーの加盟する EU は、関税同盟です。
関税同盟では、加盟国間での関税がかからな
いことに加え、加盟国間の貿易への制限も適
用されません。また、関税同盟域外の国との
貿易においては、一律の関税が適用されます。
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従って、EU 域内取引と呼ばれる、EU 加盟国
間で行われる物品・サービスの供給は、関
税は課税されません。一方、EU 域外の国と
の取引は、輸出入に分類され、関税の対象
となります。 日本をはじめ EU 域外の国か
ら物品を輸入する場合にかかる輸入関税は、
関税分類、関税の課税価格、原産地等に基
づき決定されます。
2.2 輸入 VAT（付加価値税）
EU 域外 の国から輸 入された物品は、原 則
として、EU で通関される際に輸入 VAT が課
税されます。輸入 VAT は、通関価格に関税
や他の関連費用（内陸輸送費用等）を加え
た額を課税標準として課税されます。他の
EU 加盟国同様、ベルギー への輸入品に対
する VAT は関税と同じタイミング、すなわ
ち輸入通関時に課税が生じます。しかしな
がら、ベルギーの VAT 税制では、ライセン
ス（ET 14.000）を取得している課税事業者
に対して、リバースチャージの仕組みを利用
して輸入に対する VAT の支払を繰り延べる
ことを認めています。輸入に対する VAT は、

ますが、実現が可能かどうかは、会社のサ
プライチェーンの構造によります。
2.3 関税保税倉庫と vat 保税倉庫
ベルギーでは、関税保税倉庫や VAT 保税倉
庫制度を利用し、関税及び VAT 課税の最適
化をはかることができます。
関税保税倉庫の制度を利用する際の利点に
としては、下記の点が挙げられます。
• 輸入関税、輸入 VAT を課税されずに倉庫
に保管することが可能である。
• EU 域外に再輸出される物品に対する関税
を支払う必要がない。
• 輸入割当等の政策措置への対応が可能で
ある。

EU 域内にて使 用・供給される輸入物品は、
関税保税倉庫から出庫されると、原則とし
て通関手続きが必要になります。通関をす
ると、関税および輸入 VAT の支払義務が生
じます。ベルギーから他の EU 加盟国に物品
申告書において控除することが可能なため、 が輸送される場合は、別の関税手続きに従
キャッシュフローが生まれるという利点があ うことになります。
ります。
一方、VAT 保税倉庫の制度を活用した場合は、
ライセンスは、課税事業者の年間輸入取引量 VAT を課税されずに物品の受取・保管が可
に応じた保証金を支払うことで取得できます。 能となります。VAT 保税倉庫制度の下におけ
る物品の供給の際には、原則として VAT が
代替策として、月次で VAT の還付を受け取 課税されません。EU 域外から輸入される物
るライセンスを取得することもキャッシュア 品は、理論上、関税保税倉庫を利用可能な
場合、VAT 保税倉庫を利用することができ
ウトを減らす手段として挙げられます。
ます。また、VAT 保税倉庫の利用は、VAT の
EU 域外の国に所在する会社が、自社名義で 登録義務を自動的に発生させるものではあ
EU 域内へ物品を輸入する場合、代理人を通 りません。
して VAT 番号を取得することが必要です。第
三者のグローバル VAT 番号を利用して、ベル
なお、関税保税倉庫や VAT 保税倉庫内では、
商品の包装、テスト、棚卸、換気等の一定
ギーの VAT 登録を回避できる可能性もあり のサービスを行うことができます。
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2.4 vat のグルーピング
2007 年 4 月より、ベルギーでは VAT のグルー
ピング制度が採用されています。この制度で
は、財務・経済・組織上の結びつきが強い独
立した法人を、単一の VAT 納税義務者（すな
わち VAT グループ）とみなします。
同一の VAT グループ内の取引は、VAT の課税
対象とはみなされません。従って、グループ
内におけるキャッシュフローに対してプラス
の影響を与える利点があるといえます。
本制度は、ベルギーに恒久的施設を持つ外
国企業に対しては適用可能です。一方で、恒
久的施設をベルギーに持たない外国企業は、
当該外国企業がベルギーにおいて VAT を登
録している場合でも、本制度の適用は認めら
れません。
3 事前裁定制度（タックスルーリング）

用に関する解釈であるため、交渉により免税や
減税が認められることはありません。また、係
争中の案件や、訴追に関連している案件などは
ルーリングの対象にはなりません。
一旦ルーリングが認められると、その決定は
原則として最長 5 年間有効です。ルーリングに
付された条件が満たされなかった場合、状況
や取引が不正確な場合、法律が改正された場
合および法に反する場合などを除き、ルーリン
グは、ベルギー税務当局を法的に拘束します。
ルーリングを得る手順として、申請前に税務
当局とミーティングを持ち、状況や取引を説
明することができます。申請前のミーティン
グでは、アドバイザーを代理人に立てて、匿
名で行うことも可能です。
正式な申請は、申請者名、活動内容、ルーリ
ングの対象となる状況や取引の正確な描写、
ルーリングの対象となる法律などを記載した
書面で行う必要があります。

3.1 制度全般
国際企業にとって組織再編などの際に、課税
関係 の明確な見通しを立てることは重要で
す。ベルギー政府はこの重要性にかんがみて
ルーリング（事前裁定）制度を 2003 年に一
新し、全般的なルーリングを可能にする制度
を導入しました。この新しいルーリング制度

ルーリングは申請後 3 カ月以内に発行されま
す。申請後、ルーリング発行までの間に状況
や取引条件が変わった場合、すべての変更点
を税務当局に通知しなければなりません。ま
た、申請を撤回することも可能です。

3.2 超過利益に関する事前裁定制度
の下では、すべての投資家ならびに納税者は、
計画中の状 況や取引について、課税関係の 3.2.1 独立企業間原則の適用によるタックス・
プランニング
ルーリングを求めることができます。
ベルギーでは 2004 年に、所得税法第 185 条
ルーリングは、未だに実現していない特定の状 第 2 節において独立企業間原則が導入されま
況や特定の取引に対し、法律がどのように適用 した。本条項より、クロスボーダーの取引か
されるかについての解釈を税務当局が述べる法 ら得られた利益が、独立企業間原則から外れ
的行為です。ルーリングの対象となるのは直接 ている場合、課税所得を上方あるいは下方に
税および間接税であり、また、対象となる法律 修正することが可能になりました。
には国内法だけでなく租税条約などの国際条
約も含まれます。しかし、ルーリングは法の適 すなわち、多国籍企業グループに属する企業
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が、グループ内取引によって独立企業間取引
と比較してより大きな利益（超過利益）を得
られた場合、課税所得のマイナス調整を行
うことが可能となります。
本条項の適用により、二重課税が回避され
るようになるだけでなく、ベルギー国外にお
いて課税されない利益であっても、超過利
益をベルギー国内において非課税とするこ
とが、可能になります。
本条項を利用したタックス・プラニングの背
景には、以下の考え方があります。

3.2.2 非課税の超過利益
グループ企業に属する企業と独立した企業と
ではコスト構造や潜在的利益が異なります。
また、ベルギーの企業は原則としてその企
業単体における機能とリスクに応じた所得
に対してのみ課税されるという考えのもと、
ベルギーの税務当局は、多国籍グループ企
業に属することによって得られる超過利益を
非課税とすることを認めています。
以下の図に示すように、超過利益は、多国
籍企業グループ内取引において発生する利
益から独立企業間取引において発生する利
益を差し引くことによって算出されます。

• 多国籍企業グループに属することによって
ノウハウ、マネジメント・スキル、評判、
新市場へのアクセス、顧客・サプライヤー・
ネットワーク、規模の利益、シナジー効果
などのメリットを享受できる。
• このようなメリットは、グループに属する
全ての企業が享受でき、その根底にある
メカニズムは複雑であり、ベルギー企業
に配賦される分を切り離すことは困難な
ため、適切な独立企業間報酬を設定する
ことは多くの場合不可能である。

独立企業間取引の利益

独立企業間取引において
発生する利益

ベルギーの会計上の利益

多国籍企業の
グループ内取引に
おいて発生する利益

ベルギーの課税所得
非課税の
「超過利益」

課税所得
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3.2.3 事前確認の申請
上記の仕組みを利用することにより、多国籍
グループ企業に属するベルギーの企業は、グ
ループのシナジー効果を理由として、実効税
率を低下させることが可能になります。しか
しながら、超過利益が、少なくとも部分的に、
多国籍企業グループに属することによって生
まれていることを証明しなければなりません。
本条項に基づく、課税所得のマイナス修正を
適用するためには、ベルギー企業側から税務
当局に対して事前確認の申請を行う要があり
ます。

本構造、事業目的等の他に、株主の期待が
何かを正確に定義することが重要となります。
最 も 代 表 的 な 法 人 形 態 は、 株 式 会 社（SA/
NV）と有限会社（SPRL/BVBA）です。有限会
社は、一般的に事業活動の規模が小さい場
合に採用されます。一方、多国籍企業は、株
式会社を選択することが多いといえます。
以下に、株式会社（SA/NV）の主な特徴をま
とめます。
4.2 株式会社（SA/NV）

ベルギーの税務当局は、本条項の導入以来、 4.2.1 設立
すでに多数の超過利益に関するルーリングを 株式会社の設立には、2 人以上の法人あるい
行っています。
は個人の株主が必要です。設立発起人となる
株主は公証人の前に出頭して、設立手続を行
申請を行うベルギー企業では、超過利益がグ います。株主が公証人と面会できない場合は、
ループ企業に属していることによってもたらさ 委任状を作成して代理人を立てることができ
れていることを証明する必要があります。そ ます。
のため、超過利益が特有の事実に基づいて得
られていること、課税所得のマイナス調整が 4.2.2 定款の主要な項目
合理的な経済理論を根拠としていることを、 4.2.2.1 会社名‐本店所在地‐事業目的‐期間
十分に説明する文書を作成することが求めら • 会社名
れます。
会社名は自由に決めることができます。ただ
し、他社と区別が明確にできるように、十分
に特徴のある名前である必要があります。
また、過去のルーリングの経験から、ルーリ
ングの審査において、ベルギー当局が、申請
企業に対し、ベルギー国内で追加的な投資を
行い、新たな雇用を生み出すことを期待する
可能性のある点、留意が必要です。
4 会社法
4.1 ベルギーにおける法人形態

• 本店所在地
ベルギーの株式会社は、ベルギー国内に
登記された事務所（本店）を置く必要があ
ります。本店の所在地によって、会社の設
立証書を含む公式文書を作成する言語（オ
ランダ語、フランス語、ドイツ語のいずれ
か）が決定されます。

ベルギーに子会社の設立を検討する際には、 • 事業目的
自社にとって最適な子会社の法人形態を選択
事業目的は、会社が従事できる事業活動
する必要があります。そのため、子会社を設
の範囲を決定します。従って、将来のある
立する前には、組織構造、取締役の権限、資
時点で、新しい事業に取り組む可能性があ
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る場合は、事業目的をあらかじめ幅広に
定義することが推奨されます。
• 期間
株式会社は、法人としての活動を無期限
に設定するか、あるいは期限を設定する
ことができます。期限を設定した会社は、
その期限が終了する日をもって解散する
ことになります。期限の終了日より前に、
会社法上の要件に従って定款を変更する
ことで、期限を延長するかあるいは無期
限に変更することができます。
4.2.2.2 資本金と株式の譲渡制限
• 払込資本
株式会社の最低資本金は、61,500 ユーロ
です。設立時には最低資本金 61,500 ユー
ロは全額払込が必要になります。さらに、
各株式に対しては、少なくとも 25% の払
込が必要になります。また、現物出資に対
する株式は、設立日より 5 年以内の払込
が必要です。
株主が取締役会に対して、一定額の授権
資本を付与することができます。
• 譲渡制限
株式会社の株式譲渡は原則として自由に
できますが、第一先買権、新株優先引受
権等の制限条項を、定款あるいは株主間
契約で定めることにより、一定の制限を
加えることができます。
4.2.2.3 取締役と代表
• 取締役の人数
株式会社の取締役会は、少なくとも 3 人
以上の取締役から構成されなければなり
ません。2 人の株主のみによって構成され
る会社は、取締役を 2 人に減らすことが
できます。ただし、後に株主が 3 人以上
に増えた場合は、取締役の人数を再度 3
人以上に変更する必要があります。

• 権限の委任
取締役会は日常業務及びそれに関する代
表権を 1 人あるいは複数の個人あるいは
法人に委任することができます。日常業
務を委任される者は、会社の株主・取締
役である必要はありません。
また、定款に記載することで、以下を除く、
すべての権限を、経営委員会に委任する
ことができます。
ｰ 会社の経営全般に係る権限。
ｰ 法や定款によって、取締役会の権限と
して明記されている権限（年次財務諸
表や特定の報告書の作成等）。
• 代表権
一般的に、取締役会自体が会社の代表権
を有しますが、定款に規定することで、1
人あるいは複数の取締役に対して、個別
あるいは共同の代表権を付与することが
できます。経営委員会を設置している場
合は、1 人あるいは複数の経営委員会メ
ンバーに対して、個別あるいは共同の代
表権を付与することができます。
取締役会が日常業務の権限を委任した場
合、権限を委任された者は、定款に別途
規定がない限りは、日常業務に関連する
代表権を有します。
また、取締役会は、委任状を通じて取締
役以外の者に特定の権限を付与すること
も可能です。
4.2.2.4 法定監査人
株式会社は、小規模会社に該当しない限り、
年次財務諸表監査のために、法定監査人を
任命しなければなりません。監査人の任期
は、3 年間です。
以下いずれかの条件を満たす会社は、小規
模会社には該当しません。グループ企業の
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場合、親会社を含めたグループ企業としてこ
の条件が適用されます。
- 年間の平均従業員数が 100 人以上の会社。
- 以下のうち、2 つ以上の条件を満たす会社。
o 年間平均従業員数 50 人以上。
o 年間売上高（VAT を除く）7,300,000 ユーロ
以上。
o 総資産 3,650,000 ユーロ以上。

さらに、法人税の対象となる会社は、設立か
ら 3 か月以内に自営業者のための社会保険基
金（ 仏 語 名 caisse d’assurance sociales pour
travailleurs indépendents, 蘭 語 名 sociale
verzekeringskas voor zelfstandigen） に 登 録
する必要があります。また、ベルギーにおい
て従業員を雇用する場合、ベルギーの給与所
得者向け社会保険機関（仏語略語 ONSS, 蘭
語略語 RSZ) に登録し、雇用者に適用される
全てのベルギーの社会保障規定に準拠するこ
とが求められます。

4.2.2.5 事業計画
設立日に、設立発起人は、資本が十分 であ
ることを正当化する当初 2 年間の 事業計画
を公証人に対して提出するこ とが必要です。 5 子会社と支店の比較
事業計画書は、公証人 が保管し、官報で公
表はされません。
5.1 機動性と安定性
ただし、会社が設立から 3 年以内に破産した
場合、公証人は裁判所に事業計画書を提出す
る必要があります。裁判所では、事業計画書
を用いて、会社の設立発起人の責任範囲を審
理します。その結果、当初設定した資本が、
事業計画に沿った活動を 2 年間遂行する上で
十分ではなかったと判断された場合、設立発
起人は、会社の債務の一部または全部に対し
て、
個人として連帯責任を負うことになります。
4.2.2.6 設立後の手続
公 証 人 は、 会 社 設 立 から 15 日 以 内 に、 設
立証書を会社の登記された事務所が所在す
る地域を管轄する商業裁判所登記局に提出
します。提 出日をもって 設 立 会 社に法 人格
が 与えられます。また、商 業 裁判 所におけ
る手 続き終了後、クロスロード企 業データ
バ ン ク（ 仏 語 名 BCE: Banque Carrefour des
Entreprises, 蘭 語 名 KBO: Kruispuntbank van
Ondernemingen）に会社を登録します。

支 店 は 開 設・閉 鎖 が 比 較 的 簡 単 で あ るた
め、 子 会 社 よりも 運 営 が 機 動 的 に 行 える
利 点 が あ る と い え ま す。 ベ ル ギ ー 側 の 手
続きとしては、本店 の 権 限ある機 関が、支
店 開 設・閉 鎖の 決 定を行 い、認 証・翻 訳の
上、ベルギ ー の官 報に公 告することで、支
店 を 開 設・閉 鎖することが で きます。開 設
の 際には、本 店 の 定 款の 認 証・翻 訳・官 報
で の 公 告 が 必 要 で す。 支 店 に は、 最 低 資
本 金 の 要 請 が な い た め、 子 会 社 と 比 較し
て低 い コ ストで 設 立 すること が で き ま す。
ベルギーの法律に基づき子会社を開設・閉鎖
する場合は、より厳しい要件が課されること
になります。子会社の設立には、一定の資本
金の払込が必要となります。また、子会社を
清算する際は、会社法が定める清算手続に従
う必要があります。
5.2 有限責任と無限責任

設 立した 会 社の 活 動が、VAT（付 加 価 値 税） 法的な観点からみると、支店は本店の一部と
の対象となる場合、VAT の登録手続きを行う みなされるため、それ自体では法人格を持ち
必要があります。
ません。つまり、支店において発生した責任
は、当該支店に割り当てられた資本に限定さ
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れず、本店にも及ぶことになります。この点 いで特に考慮すべき点は以下の通りです。
は、支店形態のデメリットになるといえます。
子会社の場合、その責任は原則として、子
会社に対して払い込まれた資本に限定され
ることになります。ただし、子会社でも多く
の場合、本社が子会社の財務状況に介在す
る形で子会社の保証を行っているため、支
店を子会社と比較したときのデメリットは大
きくはないといえます。

法人税
• ベルギーの支店が恒久的施設とみなさ
れる場合、資産の売却益を含む、支店
を通じて得た全ての所得を対象として、
33.99% の法人税が課されます。課税利
益は、
支店の会計記録に基づき決定されます。

支店単体の会計記録がない場合、事業活
動の性質に応じて、みなし課税が行われま
5.3 市場における評価
す。一般的には、
総コストの 10% あるいは、
従業員 1 人当たり、7,000 ユーロのいずれ
商業的な観点からみると、支店は比較的簡
か高い方を課税利益と見なし、最低課税
単に閉鎖することができるため、子会社の
利益は、19,000 ユーロと見なします。
方がより好意的な印象を持たれることが多 • 一方、子会社の場合は、全世界所得に対
いといえます。外国企業の支店との取引を、
して 33.99% の法人税が課されます。
第三者が躊躇する可能性もあります。
5.4 会計
以下の 2 点を除き会計および公表に関する
手続きは類似しているといえます。
• ベルギーでは本店の財務諸表の公表が求
められており、支店の財務諸表の公表は
必須ではありません。この点は、競争相
手に支店の成績が公表されないという利
点があると捉えられています。本店の財
務諸表は、期末日より 7 か月以内、当該
年度の年次株主総会の 1 か月後以内に提
出しなければなりません。
• ベルギーの支店が独自の年次報告書、取
締役会議事録、株主総会議事録等の期末
報告書類を作成する必要はありません。
5.5 税務

源泉税
• 支店において発生した利益を本店に移す場
合、ベルギーの源泉税は非課税となります。
• 一方、子会社から本社に対して配当を支
払う場合は、原則として 25% もしくは
15% の源泉税がかかります。しかしながら、
他の EU 域内に所在する会社への配当に
対しては、源泉税の免除が適用されます。
また、日本への配当に関しても一定の条
件をみたせば源泉税の免除が適用されま
す。
（1.3.1.3 参照。）
損失と利益の相殺
• ベルギーの恒久的施設において発生した
損失は、日本の本店で発生した利益と直
ちに相殺を行うことが可能です。*
• 一方、子会社において発生した損失は、
日本の親会社の利益との相殺はできませ
ん。ただし、ベルギーでは、損失を無期
限に繰越すことが可能です。

税務上の観点について、子会社と支店の違
* ベルギーの支店で発生した損失を日本における利益との相殺に使った場合、支店が利益を出した段階で損失と相殺する
（すなわち日本とベルギーで 2 度相殺を行う）ことはできません。同じ損失に対して 2 度相殺が行われた場合、日本の法
人税の修正申告が必要となります。
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利息・ロイヤルティの支払
• 支店から日本の親会社に支払う利息・ロイ
ヤルティは、支店での損金算入はできませ
ん。日本で支払われた第三者に対する利息
のうち、ベルギー支店に配賦される分は、
原則として支店での損金算入が可能です。
• 子会社から日本の親会社に支払う利息・ロイ
ヤルティは、独立企業間原則に従う限りにお
いて、子会社における損金算入が可能です。
租税条約
• ベルギーの支店は、租税条約にもとづく
居住者とみなされていないことから、ベル
ギーが締結している租税条約の恩恵を受け
ることができません。この点は欧州事業と
の関係においてデメリットがあるといえま
す。支店では親会社のある日本で締結され
た租税条約を行使することが可能です。
• 一方、ベルギーの子会社は、原則として居住
者とみなされており、ベルギーが締結した租
税条約を行使する権限を有しています。
6 個人にかかわる事項
6.1 労働許可証、ビザ、滞在許可証
6.1.1 日本人派遣者の労働許可証
日本人をベルギーに派遣する場合、原則とし
てベルギー着任前に、労働許可証を取得しな
ければなりません。労働許可証は、就労する
場所の地域政府に雇用主が申請します。ただ
し、次の場合、労働許可証の取得を免除され
ます。
• 無条件に免除が認められる場合：
ｰ EEA 諸国
（EU 加盟国 27 カ国＋ノルウェー、
アイスランド、リヒテンシュタイン）の国
籍を持つ者。ただし、EU の新規加盟国
については一部例外あり。
ｰ EEA 諸国の国籍を持つ者の配偶者。ただ
し、EU の新規加盟国については一部例
外あり。

• 条件付きで免除が認められる場合：
ｰ 公認されたベルギーの研究機関に勤務
する研究者。
ｰ 本社と認められた組織に勤務するマネー
ジャー。
ｰ EEA 諸国以外の国籍を持つ者で、他の
EU 加盟国で居住許可と労働許可を取得
している者が、雇用主によってベルギー
に派遣される場合。
• 期間限定で免除が認められる場合の例：
ｰ ベルギーにおける科学分野の会議に参
加する場合（会議期間中）。
ｰ 参加者の限られた会議に出席する場合
（連続 20 日年 60 日以内）。
ｰ 外国製機械の組み立て、据え付けの場合
（8 日以内）。
ｰ 外国製機械の修理の場合（毎月 5 労働日
以内）。
労 働許可証を取得することが必要な場合で
も、派遣者が次のカテゴリーに属する場合に
は、労働市場における調査を経ずに、労働許
可証が交付されます。
• 大卒以上の高度な教育を受けた者で、ベル
ギーにおける年俸が 37,721 ユーロ以上（税
込み、2012 年）の場合。
• 経営にたずさわる職種に就く者で、ベル
ギーにおける年俸が 62,934 ユーロ以上（税
込み、2012 年）の場合。
申請後、労働許可証の発行までには概ね 3 週
間程度かかります。また原本が交付されるま
で、さらに 1 − 2 週間が必要となります。労
働許可証が発行されると同時に、雇用主には
雇用許可証が発行されます。
労働許可証の有効期間は 1 年で、
更新可能です。
なお、労働許可証の取得が必要であるにもか
かわらず、取得せずに労働した場合、刑事罰、
行政罰の対象となる可能性があります。
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ペイン、フランス、イタリア、ルクセンブル
ク、オランダ、オーストリア、ポルトガル、フィ
ンランド、スウェーデン、チェコ共和国、エ
ストニア、リトアニア、ラトビア、ハンガリー、
マルタ、ポーランド、スロベニア、スロバキ
ア共和国）および EU 非加盟国 3 カ国（アイ
。) 外に一旦
スランド、ノルウェー、スイス）
出ると、無効になります。2010 年 4 月から、
1 年間有効のマルチエントリー長期滞在ビザ
• 赴任前の居住地のベルギー在外公館（日
の発行が可能になりましたので、ベルギー
本居住者の場合、東京のベルギー大使館
着任後、市役所で登録手続きを開始するま
領事部）において 90 日以上ベルギーに滞 での間に、シェンゲン協定国外に出張する
在するための長期滞在ビザ
（タイプ D ビザ） 可能性がある場合など、取得をおすすめし
を取得した後、ベルギーに入国し、市役
ます。
所で滞在許可を申請する。
• 長期滞在ビザを取得せずに、日本人に対
長期滞在ビザを取得せずにベルギーに入国
する 90 日までの短期滞在ビザ免除制度
する場合には、市役所における滞在許可申
を利用してベルギーに入国し、市役所で
請の際に、長期滞在ビザ申請の際に必要な
滞在許可を申請する。
書類と同様の書類の提出を求められるだけ

6.1.2 日本人派遣者の長期滞在用のビザ、
滞在許可証
派遣者およびその家族は、ベルギーに到着
してから 8 日以内にベルギーでの居住地の
市役所に行き、滞在許可の申請をすること
が求められています。
労働許可証を取得後、着任までの手順とし
ては、次の 2 通りがあります。

労働許可証の所持者本人が家族を帯同して
赴任する場合、帯同家族全員分の長期滞在
ビザを取得した後に、ベルギーに入国して
市役所で滞在許可を申請すると、家族の滞
在 許可証が待機期間なしに交 付されます。
帯 同 家 族 が労 働 許 可 証 所持 者よりも遅 れ
て、ベルギーに来る場合、東京のベルギー
大使館では、労働許可証の所持者本人の申
請から、6 カ月以 内 の 帯 同 家 族 の申 請を、
同時申請と見なしています。同時申請の場
合、待機期間なしにタイプ D ビザの発行手
続が 行われます。この期間を 超 えた場合、
発給までに数カ月要する可能性があります。
シングルエントリーの長期滞在ビザでベル
ギーに入国した場合、ベルギー到着後、市
役所で滞在許可証の申請手続きを開始する
前に、シェンゲン協定国 ( シェンゲン協定国
とは共通ビザ制度を導入している次の 25 カ
国を指す。EU 加盟国 27 カ国中 22 カ国（ベ
ルギー、デンマーク、ドイツ、ギリシャ、ス

でなく、滞在許可証の発行まで数カ月かか
る可能性もあります。滞在許可証の発行待
ち期間が、日本人に対する短期滞在ビザの
免除期間（6 カ月間で 90 日まで）を越えた
場合、出入国の際に、問題が発生する可能
性があります。
また、帯同家族が長期滞在ビザを取得せず
に、日本人に対する短期滞在ビザの免除制
度を利用してベルギーに入国し、居住地の市
役所に滞在許可を申請すると、正式な滞在
許可証がすぐに発行されず、6 カ月の待機期
間を設定される可能性があります。待機期間
中は仮滞在許可証が発行されます。正式な
滞在許可証が発行されるまでの期間が、日
本人に対する短期滞在ビザの免除期間（6 カ
月間で 90 日まで）を越えた場合、出入国の
際に、問題が発生する可能性があります。
6.2 外国人登録制度（LIMOSA）
ベルギー政府は、ベルギーで一時的に働く
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外国人を登録する制度を 2007 年 4 月 1 日か
ら導入しました。この制度はリモザ（LIMOSA）
と呼ばれており、ベルギーの社会保障制度に
加入していないベルギーで一時的に働く外国
人をより正確に把握することを目的として導
入されました。
ベルギーで働くことを意図する外国人は、原
則として活 動を 開 始する前に登 録すること
を 義 務づけられています。登 録はインター
ネッ トを通じて行うことができます。
（http://
www.limosa.be/）
一定の条件を満たす場合、登録は免除されま
すが、登録しなければならないにもかかわら
ず怠った場合には、刑事罰、行政罰の対象と
なる可能性があります。

ベルギーの社会保障制度への加入が免除さ
れる結果、上記の雇用主負担分および従業員
負担分の社会保障掛金の払い込みが、不要
になります。
日本の社会保険を継続していることの証明と
して、雇用主を管轄する社会保険事務所から、
日本とベルギーの間の社会保障協定にもとづ
く適用証明の交付を受ける必要があります。
ベルギーで支払った医療費等は、日本の社会保
険制度を通じて還付を受けることができます。
6.4 個人の所得税

6.3 社会保障

6.4.1 通常の税制
ベルギー税制上の居住者として扱われる場合
には、全世界所得がベルギーにおける課税の
対象となります。

6.3.1 ベルギーの社会保障制度
ベルギーで働く者は、原則としてベルギーの
社会保障制度に加入しなければなりません。

個人所得税率は、居住者・非居住者共に同じ
累進税率が適用されます。加えて、所得税に
は市税が上乗せされます。

ベルギーの社会保障の掛金は、雇用主と従
業員が負担します。雇用主負担分は税引き前
給与の約 35%（企業の規模によって異なる）、
従業員の負担分は税引き前給与の 13.07% で
す。従業員負担分の社会保障掛金は、課税
所得から控除されます。
6.3.2 日本からの派遣者
2007 年 1 月 1 日に日本とベルギーの間の社会
保障協定が発効したため、
日本の社会保険（健
康保険及び年金）を継続している派遣者につ
いては、ベルギーの社会保障制度への加入が
5 年間免除されます。
5 年を超えて滞在する場合、特定の条件を満
たせば、申請により免除期間の延長が認めら
れる可能性があります。
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2012年（申告年2013年）の所得税率
年収

各区分の税率
（市税を含まない）

各区分上限
における税額

以上

以下

(EUR)

(EUR)

(%)

(EUR)

0

8,350.00

25

2,087.50

8,350.01

11,89.00

30

3,149.50

11,890.01

19,810.00

40

6,317.50

19,810.01

36,300.00

45

13,738.00

36,300.01

50

また、下記の控除が認められます。

控除（申告年 2013 年）

(EUR)

基礎控除

6,800.00

子供 1 人

1,440.00

子供 2 人

3,720.00

子供 3 人

8,330.00

子供 4 人

13,480.00

3 歳未満の子供に対する追加控除

540.00
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費 用に関しては、通常の外国人派遣者
6.4.2 外国人特別税制
の場合 は毎年 EUR11,250 まで、統括本部、
ベルギーで一時的に勤務する外国人のエグゼ
R&D セ ンター 等に勤める特別のカテゴ
クティブ、研究者、専門家に対しては、優遇
リーの派遣者の場合 は毎年 EUR29,750
税制が定められています。優遇税制の適用を
までの控除が認められる。
認められた者は、ベルギー税制上の非居住者
ｰ 引越し費用等の、一時的に発生する費用
とみなされ、ベルギー源泉所得にのみ課税さ
および教育費用に関しては、上記の上限
れます。ただし、ベルギーでの雇用に対して
とは 別 に認められる。
支払われた報酬は、どの国で支払われるかを
問わず、ベルギー源泉所得とみなされます。 • ベルギー国外で働いた日数に相当する給与
所得を課税所得から控除することが認めら
例えば、日本で支払われる給与であっても、
れる。
ベルギーでの雇用に対する報酬であれば、ベ
ルギー源泉所得として、ベルギーで課税され
ます。
外国人特別税制が適用されると、特別控除で
税負担が軽減されることに加え、国際的な出
ベルギー到着日の翌月 1 日から起算して 6 カ月 張が多い人ほど、所得税が軽減される仕組み
以内に税務当局に外国人特別税制の適用申請 になっています。このため社会保障協定の適
を行い、適用が認められた場合には、到着時 用とあわせると、日本人派遣社員のコストは、
点にさかのぼって適用が認められます。
かなり軽減されるといえます。
外国人特別税制の申請は、派遣者及び雇用
主双方による申請という形をとり、派遣者 1
人につき 1 回行います。税 務当局の 審 査 の
ために、申請書類には、派 遣者が 特別税制
を適用するための条件を全て満たしているこ
と、非課税で派遣者に払い戻される費用が、
雇用主の負担すべき費用として正当化できる
こと、などの十分な情報を添付することが必
要です。

6.5 源泉徴収
6.5.1 ベルギー税制上の居住者
ベルギー法にもとづき、雇用主は月次給与か
ら定められた税率にもとづき源泉徴収を行う
義務があります。源泉徴収された税は、原則
として給与が支払われた翌月の 15 日までに
納付されなければならなりません。また、雇
用主はこれらの源泉徴収についての年次申告
を行う必要があります。

外国人特別税制が適用される場合も、税率、
基礎控除、扶養家族控除等は、ベルギー税 6.5.2 外国人派遣者（ベルギー税制上の非居
制上の居住者と同様に適用されます。また、
住者）
派遣元国で義務づけられている社会保険掛 ベルギー税制上の非居住者である外国人派
金は課税所得から控除することができます。
遣者にも、原則として源泉徴収義務は適用さ
れます。但し一定の条件を満たす場合、源泉
外国人特別税制の概要は次の通りです。
徴収義務は適用されません。源泉徴収を行わ
ない場合、確定申告後、税務当局による査定
• ベルギー源泉所得にのみ課税される。
を受けてから納税することになるので、納税
• 次の特別控除が認められる。
時期は所得年の翌々年半ばとなります。
ｰ 物価、家賃の差など恒常的に発生する
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しかしながら、所得年と納税時期が離れる
ことで生じる問題を避けたい場合には、自
発的に所得税の予納を行うことが可能です。

> フランス語圏：科学、工業、工学、農業、
薬学、獣医学、生物工学、建築。
6.6 ベルギー労働法の適用

6.5.3 科学研究員
一定の条件を満たす科学研究員の雇用に対
する優遇制度が定められています。雇用主
は源泉徴収分の 25％を国庫に納付すればよ
い一方で、従業員にとっては 100％の源泉徴
収分が行われたと見なされます。この制度
の利用は、ベルギーにおいて源泉徴収を行
うことが前提となります。外国人特別税制
の適用を受ける研究員も対象となります。

ベルギー国内で働く従業員は、ベルギー労
働法によって保護されます。外国人派遣者
も保護の対象に含まれ、例えば、労働時間、
報酬に関する保護規定、最低賃金、年次休暇、
休暇手当、国民の祝日、解雇に関する規定、
安全衛生などに関する規定が、強制的に適
用されます。

また、独立した研究員、あるいは経営者に
は適用されず、企業の一員に属する従業員
の賃金が対象です。適用される条件は以下
の通りです。

情報提供：KPMG Tax Advisers
K law

• 政府より認定された科学機関から、アシ
スタント研究員あるいは博士課程を修了
した研究員に対して支払われる賃金。
• 一般の企業から、EEA 諸国に所在する大
学もしくは政府認定の科学機関との共同
研究プロジェクトに従事する研究員に対
して支払われる賃金。
• 研究開発費比率の高い設立 10 年未満の
小企業から、研究員、研究技術者、研究
プロジェクトマネージャー（販売・管理に
携われる者を除く）に対して支払われる
賃金。
• 一般の企業で、研究開発プログラムに従
事し、かつ以下の学位を取得している研
究員に対して支払われる賃金。
ｰ 応用科学、精密科学、医学、獣医学、
土 木工学、薬学の博士号。
ｰ 以下の分野における修士号（あるいは
同 等と認められる学位）。
> オランダ語圏：科学、応用
（生物）科学、
獣医学、薬学、生物医学、工業、海
洋学、物工学、建築、製品開発。

「ベルギーの税制、法制」に関するお問い合
わせ先
KPMG グローバル・ジャパニーズ・プラクティス
ディレクター 野村正智
tel +32 2 708 3827 fax +32 2 708 4399
e-mail: mnomura@kpmg.com
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Taxation and Legal Environment in
Belgium
1. Corporate Income Tax
1.1 Corporate Tax Rate
Companies which are organized as a legal
entity and have their registered office, main
business or seat of management in Belgium
are subject to Belgian corporate income tax. In
general, companies are subject to tax on their
worldwide income. However, profits derived
from a foreign branch are exempt from tax provided that the branch is located in a country
that has concluded a tax treaty with Belgium.
Foreign companies that carry out business activities in Belgium through a permanent establishment are subject to non-resident corporate
income tax on their Belgian profits.
The tax rate in Belgium for corporate income
tax and non-resident corporate income tax is
33.99%.
The Belgian Authorities have introduced a series of tax incentives to enhance the attractiveness of Belgium. These are described in the
following sections starting with the “notional
interest deduction” (NID). As a result of these
incentives, the effective tax rate often becomes much lower.
1.2 Notional interest deduction (NID)
Belgium introduced in 2005 the concept of the
risk capital deduction that can considerably
decrease the effective tax rate applicable on
Belgian companies.

The risk capital deduction (or also known as
the “notional interest deduction”) is intended
to encourage the strengthening of companies’
equity capital by narrowing the discrimination
between funding with equity capital and with
loan capital by providing for a deemed interest deduction on the company’s equity capital.
In a nutshell, this notional interest deduction
(“NID”) allows the company to deduct from its
taxable base a notional (i.e. fictitious) interest,
calculated on the company’s adjusted equity
capital at the end of the previous accounting year.
The risk capital deduction is calculated on the
‘adjusted’ equity capital of the company. The
determination of the ‘adjusted’ equity capital
for a taxable period X is based on the company’s equity capital as defined by Belgian accounting law at the end of the previous taxable
period (X-1). For newly established companies,
it is based on the value of the equity capital at
the date of the establishment of the company.
This equity capital as defined by Belgian accounting law includes capital, share premiums,
revaluation gains, reserves (legal reserves,
unavailable reserves, tax exempt reserves and
available reserves), carry-forward of profits or
losses and capital investment subsidies.
In order to serve as a calculation base for
the risk capital deduction, the equity capital
should however be reduced by the following
elements:
• The net fiscal value, at the end of the previous taxable period of own shares, of shares
and participations that are part of the
‘financial fixed assets’ and of the shares of
collective investment companies of which
the dividends qualify for the dividends
received deduction (“DRD”);
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• The net worth (i.e. the net book value
of the assets minus debts) of foreign
permanent establishments and foreign
real estate situated in a country with which
Belgium has concluded a tax treaty;
• The net book value of tangible fixed assets
or parts thereof to the extent that the related costs unreasonably exceed business
needs;
• The net book value of the assets that are
held as an investment and that do not
generate taxable periodic income (e.g.
jewellery, paintings, etc.);
• The net book value of real estate or of
other immovable rights thereon of which
the use is granted to directors, their
spouse or their children;

• Tax free revaluation gains (including revaluation gains incorporated in capital), capital
investment subsidies and tax credit for R&D
The variation of the above elements during a
financial year will be taken into account from
the first day of the month following the variation. The variation will be computed on basis
of a weighted average.
The applicable rate for NID for the assessment
year X is based on the rate of the 10-year State
Bond for the year X-2. As from the assessment
year 2013 however, the maximum rate of the
deduction is fixed at 3.00% (3.5% for SME’s).
It is clear that, for Japanese groups, the Japanese CFC rules will have to be considered. Tax
planning techniques such as hybrid entities
and mixing of income may be employed to address CFC issues.

An example of the application of NID:
A Belgian company (BelCo) has an adjusted equity capital of 2,000 d.d. December 31, 2011.
Per December 31, 2012, BelCo has an accounting profit of 100.
BelCo’s taxable base (taxable at 33.99%) for the assessment year 2013 is determined as follows:
Notional interest deduction		

Without

With

Accounting income

100.00

100.00

0.00

-60.00 (*)

100.00

40.00

33.99

13.60

33.99%

13.60%

Notional interest deduction
Taxable base
Tax due (at 33.99%)
Effective tax rate

(*) 2,000 x 3.00% = 60.00
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1.3 Tax regimes to support international
business development
1.3.1 Holding company
The Parent Company could centralise the management of its participations by setting up a
holding company in Belgium, or by using its
existing Belgian subsidiary to that effect. Belgium can serve as the ideal location for holding companies because of the combination of
specific tax incentives for holding companies.
Belgium has no specific tax rules applicable
to Belgian holding companies. Belgian holding companies are subject to the same general
corporate income tax regime as other operating companies in Belgium and subject to a corporate tax rate of 33.99%. A holding company
therefore can be a pure holding company or
can conduct business in the same entity.
1.3.1.1 Participation exemption: limited
taxation on dividends received
The so-called Participation Exemption
amounts to 95% of the dividends received by a
Belgian holding company to be deducted from
the company’s taxable income for corporate income tax purposes. The residual 5% remains.
To benefit from the dividend-received deduction (“DRD”) regime, all the following conditions should be fulfilled:
• The Belgian company owns shares in the
distributing company of at least 10% or
with an acquisition value of at least EUR 2.5
million.
• The shares have been held or will be held
in full ownership during an uninterrupted
period of at least one year.

• The dividends have been subject to a
nominal tax rate of at least 15% unless the
distributing company is located within the
European Union.
1.3.1.2 Exemption from capital gains tax
on shares
Realised capital gains on shares are tax exempt provided that the dividend distributing
company is not subject to an abnormally advantageous tax regime (i.e. the taxation requirement in order to apply the DRD).
The exemption of capital gains on shares will
be subject to the additional condition that the
shares have been held in full ownership during
an uninterrupted period of one year. If the oneyear period is not satisfied, the capital gain will
be subject to a rate of 25.75%.
The exemption is mirrored by the fact that capital losses on shares are not tax deductible.
Capital gains realized by “trading companies”
(credit institutions, investment companies and
management companies of collective investment undertakings) on securities that are part
of their trading portfolio will be fully taxable at
the normal tax rate of 33.99%, whereas capital
losses and write-offs on these securities would
be fully deductible.
The new rules are applicable as from the assessment year 2013. They also apply to capital
gains (as well as losses and write-offs) realized
as from November 28, 2011 during a taxable
period closing at the earliest on the date of
publication of new rules in the Belgian Official
Gazette.
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1.3.1.3 Withholding tax on dividends
distributed
Dividends paid by a Belgian company to a
company located in the EU can benefit from
the EU Parent-Subsidiary Directive. Furthermore, dividends paid by a Belgian company to
a company located in Japan can benefit from
the exemption. The conditions for the latter
exemption are identical to those under the
EU Parent-Subsidiary Directive. This exemption is applicable to dividends distributed to
a company located in a non-EU country on the
condition that Belgium has a tax treaty with
the non-EU country that allows the exchange
of information between the tax authorities.
To benefit from the exemption, the Japanese
parent company should have a direct shareholding in its Belgian subsidiary of at least
10% that has been or will be held for an uninterrupted period of at least one year.
1.3.1.4 Exemption from withholding tax
on interest paid by qualified
holding companies
When interest is paid by a qualifying Belgian
holding company, there will be an exemption
of withholding tax if the Belgian holding company satisfies all the following conditions:
• It is a company incorporated in Belgium or
a Belgian branch of a foreign company.
• It owns shares that qualify as financial
fixed assets and that have an acquisition
value of at least 50% of the total assets
on its balance sheet at the end of the last
taxable period prior to the attribution or
payment of the interest.
• The company itself is listed or its parent
company which owns at least 50% of its
shares directly or indirectly is listed on a

recognised stock exchange. The parent
company is subject to corporate income
tax or to a similar foreign income tax
regime and does not benefit from a tax
regime deviating from common law or a tax
regime that is considerably more favourable than that in Belgium.
1.3.1.5 Exemption from withholding tax
on interest and royalt y paid
under the EU Directive
According to the EU Directive on Interest and
Royalty payments, interest and royalty payments by a Belgian company to a related
company located in the EU are exempted from
withholding tax when all of the following conditions are met.
• the beneficiary of the interest or royalty payments has an eligible legal form
stipulated in the annex to the Interest and
Royalty Directive;
• the beneficiary has a direct minimum
holding of 25% in the capital of the debtor
or vice versa, or a third EU tax resident
company has a direct minimum holding of
25% in the capital of both the beneficiary
and the debtor; and
• the holding has been maintained for an
uninterrupted period of at least 1 year.
(When the participation has not been held
for a minimum of 12 months at the time
the interest or royalty payment is made,
the shareholder must commit himself to
observe the 12-month period.)
1.3.1.6 Interest and royalt y received
With respect to the interest received by a Belgian company, it may benefit from a foreign
tax credit (FTC) on interest and royalties. FTC
may be used to offset against the corporate
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income tax due on the total taxable income.
It may consequently lead to a lowering of the
Belgian tax burden. The amount of creditable
FTC depends on the applicable double tax treaty. The foreign tax credit can only be credited
against the payable corporate income tax. Any
excess tax credit may however not be carried
forward, nor is it reimbursable. Thus, in the
event a Belgian company would have no taxable profits, it will not be possible to obtain
a tax credit for the withholding tax suffered
abroad.
1.3.1.7 Tax treaties
Belgian companies are entitled to benefit from
the application of the double taxation treaties
concluded by Belgium. The treaty network is
extensive. Currently, Belgium has concluded
more than 90 tax treaties including those with
Japan, the EU Member States, Switzerland, the
USA and Hong Kong. These double taxation
treaties provide for a reduction of the withholding tax rates or an exemption under certain conditions.
1.3.2 Finance company
Finance companies established in Belgium for
intra-group finance cannot only fully benefit
from the above mentioned notional interest
deduction but can also benefit from the following advantages.
1.3.2.1 Deductibilit y of interest
payments
Interest payments are in principle fully deductible as a business expense provided that the
interest paid is at arm’s length and that the
thin capitalisation rule is not applicable. This
paid interest can be offset against profits from
other (operational) activities and the 5% taxable dividend income.

1.3.2.2 Withholding tax on interest
payments
The interest that a Belgian company pays is in
principle subject to a Belgian withholding tax
at a rate of 21%.
However, Belgian domestic law provides for
some withholding tax exemptions, e.g. in case
of interest of Belgian nominative bonds paid to
non-residents, interest paid to a bank resident
in a European Economic Area country or in a
country that has concluded a double taxation
treaty with Belgium, etc.
Interest on loans, securities or deposits paid
by a ‘finance company’ to non-residents (i.e.
foreign individuals or corporations who do not
use the income-generating funds for Belgiansourced business purposes) qualify for a withholding tax exemption on the condition that
the company qualifies as a finance company
during the entire period of the loan agreement
generating the interest.
For Belgian withholding tax purposes, a company is considered as a ‘finance company’
when all of the following conditions are met:
• The company is a Belgian company or a
Belgian branch of a foreign company;
• The company is part of a ‘group of related
companies’;
• The company exercises its activities exclusively for the benefit of the group, which
implies that the Belgian finance company
cannot provide financial services to third
parties or individuals (e.g. clients);
• The company mostly or exclusively performs financial services. Financial services
are defined in the law as the emission of
loans, factoring, leasing, treasury, etc
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These financial services should be the
core business of the finance company and
other services performed by the company
should be of secondary importance;
• The company is exclusively financed by
Belgian or foreign companies or legal entities with the unique aim of funding its own
transactions or the transactions of related
companies;
• The company does not own shares of
which the acquisition value exceeds 10%
of its net fiscal value.
If a Belgian company does not qualify as a
finance company, interest and royalty payments made by this company to a related
company in the EU may be exempt from withholding tax based on the EU Interest and Royalty Directive. See 1.3.1.5 above.
1.4 Thin Capitalisation Rule
Belgian tax law contains the following rules
limiting the deduction of interest as a business expense:
• Interest paid to qualifying beneficiaries
As from no later than 1 July 2012, the
deduction of interest on loans will be
disallowed in case, and to the extent of the
excess, the total amount of these loans is
higher than five times the sum of the taxed
reserves at the beginning of the taxable
period and the paid-up capital at the end
of this period.
The deduction limitation is applicable if
the beneficial owners of the interest
-- are established in a tax haven; or
-- are part of a group whereto the debtor
belongs.

The term “loans” does not include bonds
issued by public offering and loans
granted by financial institutions.
The beneficial owners of the interest will
be deemed to be established in a tax
haven if they are not subject to income tax
or, in respect of that interest income, are
subject to a substantially more favourable
tax regime than the Belgian common tax
regime.
The term “group” refers to the whole of
affiliated companies within the meaning of
article 11 of the Companies Code.
In case of loans guaranteed or eventually
funded by third parties, the latter will be
deemed to be the beneficial owners of
the interest of the loan, if that guarantee
or funding has tax avoidance as its main
purpose.
The thin cap rule is not applicable to loans
contracted by:
-- companies engaged in movable leasing
and companies with factoring or real
estate leasing as their main activity, and
this within the financial sector and to
the extent that the sums borrowed are
effectively used for leasing and factoring activities;
-- companies of which the main activity
consists of the execution of a publicprivate partnership project won by
public tender.
• Interest paid on loans granted by qualifying persons
In case a foreign company is appointed as
a corporate director (or similar function)
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of a Belgian company, interest paid for
funding provided to the Belgian company
by such foreign company is subject to a
1:1 “debt-equity” ratio. Interest paid on
loans granted by such corporate director
will be re-qualified into a non-deductible
dividend to the extent that the market rate
is exceeded and/or the 1:1 debt-equity ratio
is exceeded.
• Abnormal or benevolent advantages received
If a Belgian company has received a non-interest bearing loan, it might be considered
as an abnormal or benevolent advantage. In
this respect, it should be taken into account
that article 207 BITC provides that the profits resulting from abnormal or benevolent
advantages received cannot be offset by
any deductions, such as the participation
exemption (DRD – see above), tax losses, or
the notional interest deduction (NID).
1.5 Tax regime for Intellectual Propert y
Rights
1.5.1 Patent Income Deduction (PID)
The Belgian Administration also introduced recently a deduction for patent income. This new
deduction is available to all corporate taxpayers in Belgium, i.e. all Belgian resident companies and Belgian permanent establishments of
foreign companies. This incentive is aimed at
encouraging the ownership of patents, the acquisition of rights of usage on patents, and the manufacturing of products based on those patents.
The taxable profits of a Belgian company can
be reduced by 80% of net patent income. Patent income means income from the licensing of
patents or extended patent certificates by the

company and income from the use of patents
or extended patent certificates in the production of patented products by the company itself
or on its behalf.
This implies that the maximum effective tax
rate of patent income is approximately 6.8%
because the remaining 20% of net patent income is taxable at 33.99%.
The deduction applies to patents and extended
patent certificates which have not been commercialised before January 1, 2007 and which are:
• Owned or co-owned by the company resulting from own R&D activities in research
centres in Belgium or abroad; or
• Acquired by the company via purchase,
contribution or under a license agreement
provided the patents are further developed
by the company, even if this further development has not led to additional patents.
The amount of that patent income will however
be limited to the amount that is part of the taxable result in Belgium and that corresponds
with the fee that would have been agreed between unrelated parties. It does not include
contributions the company has received in the
costs of research and development that were
initially borne by the company.
Moreover, in order to avoid a ‘double deduction’ of certain costs, the amount of the income
from patents acquired by the company must
be reduced by the compensation due to other
parties for these patents if it is deducted from
the Belgian taxable result and by the amortizations applied to the acquisition or investment
value of the patents during the taxable period
to the extent that they were deducted from its
Belgian taxable basis.
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The deduction of 80% of patent income may
be applied after the dividends received deduction and before the risk capital deduction.
A possible excess deduction of patent income
cannot be carried forward to future assessment years. This deduction is applicable
since the assessment year 2008 for new patent income, i.e. income in relation to patents
that have not been used by the company, a licensee or a related enterprise for the purpose
of the supply of goods or services to third parties prior to January 1, 2007.
1.5.2 Increased investment deduction
Belgian companies and Belgian branches
of foreign companies can benefit from certain investment deductions (percentages
applicable for the assessment year 2013).
• A Belgian company may deduct 15.5% of
the investment value of patents or environment-friendly investments in research and
development from their taxable income.
• A Belgian company may choose to benefit
from the spread investment deduction of
22.5% for environment-friendly investments in research and development, as
an alternative to the “one go” investment
deduction.
• In case that a Belgian company invests in
energy-saving investments, it is entitled to
a deduction of 15.5%.
• In case a Belgian company invests in
encouraging reutilisation of drinks and industrial products packaging, it is entitled
to an investment deduction of 3%.
• Investments in smoke exhaust or aeration
system (in hotels, restaurants and cafés):
15.5%
• Investments in charging station for electrical vehicles: 15.5%

When the investment deduction cannot be
(fully) set off against the profits of the taxable period, the (proportion of the) investment deduction that has not been used can
be carried-forward without any time limit and
can be set off against the profits of the subsequent taxable periods.
Belgian companies and Belgian branches
of foreign companies investing in fixed assets, qualifying for the increased investment
deduction for patents or for research and
development, are offered the possibility to
apply a corporate income tax credit instead.
Companies choosing to apply the corporate
tax credit can no longer benefit from the increased investment deduction for patents or
for research and development.
The tax credit can be applied ‘in one go’ or by
spreading it over the depreciation period of
the assets concerned.
If there is no corporate income tax liability
or the tax due is not sufficient to offset the
credit, the credit can be carried forward for
4 assessment years. When the tax credit has
not been offset within 5 assessment years, it
will become refundable.
2.Indirect Taxation
2.1 Customs
Because of its central location in Europe and
its logistics infrastructure, Belgium is a major
player in the European logistics and distribution market. Consequently, Belgium has developed VAT and customs regulations related
to the import of goods and the subsequent
distribution thereof.
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Belgium is part of the European Union, whose
Member States form part of a customs union.
This means that within the customs union no
duties or other trade-restrictive regulations
apply and that in relation to trade with other
non-EU countries only one single common duties tariff is applicable. Cross border supplies
of goods and/or services between EU Member
States is called intra-community trade which
is not subject to customs duties. Transactions
with other countries, i.e. non-EU countries, are
classified as import/export transactions and
are subject to customs duties.

port transactions on an annual basis).
Alternatively, a licence to receive monthly
VAT refunds could lessen the Belgian VAT prefinancing.

For goods being imported from countries outside the EU, such as Japan, import duties may
become due based on the tariff classification,
customs value and origin of the goods.

If a company established outside the EU wants
to import goods in its own name, it is in principle obliged to apply for a VAT identification
number by appointing a fiscal representative
in Belgium. A Belgian VAT registration might
be avoided by the use of a so called global VAT
number of a third party. The feasibility thereof
depends on the actual supply chain. Moreover,
it is also possible to make use of a number of
VAT and customs optimization regimes in Belgium, such as the storage in a customs or VAT
warehouse.

2.2 Import VAT

2.3 The customs and VAT warehousing

VAT will in principle become due upon importation from non-EU countries when the goods
are custom cleared within the EU. Import VAT is
charged on a taxable basis primarily based on
the customs value plus any customs duties and
other related charges (i.e. inland freight charg
es). As in other EU Member States, Belgian VAT
on imported goods is usually due at the same
time as customs duties, i.e. at the moment of
importation of the goods. However, the Belgian
VAT Code foresees in the deferral of the payment of import VAT to the Belgian VAT return
by applying the reverse charge mechanism
provided that an import deferral license is applied for (licence ET 14.000). This results in a
cash flow advantage since the same amount of
import VAT can be deducted immediately via
the Belgian VAT return. In order to obtain the
above-mentioned licence, a limited cash deposit is due (which is based on the actual im-

The customs warehousing procedure allows,
inter alia, the storage of goods without such
goods being subject to the payment of import
duties or VAT or commercial policy measures
(such as quota regulations, etc.) for as long as
these goods are placed under this procedure.
It is possible to perform a limited number of
services to goods stored in a customs warehouse such as packaging, testing, stocktaking,
ventilation, etc.
The application of the customs warehousing
regime could have the following advantages:
• No pre-financing of VAT for goods traded
under the customs warehousing regime;
• No payment of customs duties (for goods to
be re-exported outside the EU); and
• Managing commercial policy measures
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As the goods are released from the customs
warehouse, they must in principle be custom
cleared in the event that they are intended to
be used or supplied in the European Union.
The custom clearance entails the settlement
of both customs duties and import VAT. Alternatively the goods can be placed under another customs procedure such as the transit
of the goods to another EU member state.

group even in case this foreign company is
VAT registered in Belgium.

The VAT warehousing regime on the other
hand allows the receipt, storage of goods
without these goods being subject to VAT
upon importation. The subsequent supplies
of these goods under the VAT warehousing regime are in principle also exempt from
VAT. Non-community goods are allowed to be
placed in a VAT warehouse provided that they
are theoretically also allowed to be placed under the customs warehousing regime. Transactions related to goods placed under the
VAT warehousing regime do not automatically
trigger a VAT registration.

3. Advance Tax Rulings

It is possible to perform a limited number of
services to goods stored in a VAT warehouse
such as packaging, testing, stocktaking, ventilation, etc.
2.4 VAT grouping
With effect from April 1 2007, Belgium adopted the VAT group system, which enables independent legal entities to be treated as one
single VAT taxable person (i.e. a VAT group) if
they are closely bound by financial, economic
and organizational links. A Belgian permanent establishment of a foreign company can
take part in a Belgian VAT group. A foreign
company without a permanent establishment
in Belgium can never be part of a Belgian VAT

The benefit of a VAT group is that for VAT no
transactions are deemed to take place between the entities that belong to the same
VAT group. This is likely to have a positive influence on the cash flow position of the group
members.

3.1 General
The Japanese parent company wants to obtain legal certainty about the tax consequences of the reorganizations in Belgium. Considering the increasing importance for investors
of obtaining such legal certainty on the tax
treatment or on the tax consequences of the
transactions they are planning, Belgium has
adopted since 1st January 2003 a new general
ruling practice in tax matters. With this new
ruling practice, all investors as well as each
taxpayer can obtain a ruling on how the tax
law will be applied to a situation or a transaction that has not yet been occurred.
A ruling can be defined as the legal act
through which the tax authorities state that
how the law will be applied in a specific situation or on a specific transaction that has not
yet produced any tax consequences. A ruling
cannot grant an exemption or a reduction of
tax. The term “law” must be interpreted in a
broad sense; it concerns national legislation
but also international treaties such as double
taxation treaties.
A ruling may be obtained in both direct or indirect tax matters. The law also foresees a num-
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ber of circumstances in which no ruling can be
granted (for example in case the company has
a dispute on a similar situation involving the
applicant is pending or when the request deals
with recovery and prosecutions, etc.). Furthermore no ruling can be obtained for a number of
matters and provisions. It concerns for example the tax rates and tax calculations, amounts
and percentages determined by the law, etc.
Once the ruling is obtained, the decision is valid for a maximum period of five years, unless
the object of the request justifies another period. The decision is furthermore binding for the
Belgian Tax Authorities unless the conditions
mentioned in the ruling are not fulfilled, when
the situation is described incorrectly or incompletely, in case the law changes or in case there
is a conflict with a legal provision.
In case the company X wants some legal cer
tainty on the restructuring of the Belgian activities, the company can organize a pre-filing
meeting to present the situations or transactions for which a ruling could be asked. It is
possible for the applicant to remain anonymous during the pre-filing procedure and may
be represented by their advisers.
In order to file an official request, the applicant
must send a written, well motivated request
considering certain mandatory aspects such
as the identity of the applicant, a description
of their activities, a complete description of the
situation or operation concerned and a reference to the legal provisions on which the ruling
should be given.
After filing of this ruling request, the ruling
should be issued within a three months delay.
As long as the request is pending, the appli-

cant has to inform the ruling service of all new
elements concerning the situation or the transaction considered. He also may withdraw this
ruling request.
3.2 Excess profit ruling
3.2.1 Planning opportunities
The Belgian legislator has introduced in 2004
the arm’s length principle in Belgian tax law
through article 185 paragraph 2 BITC. This article makes an up- or downwards adjustment
of the taxable basis possible in case the profit
acquired from cross-border transactions with
related parties would not have been acquired
in case the transactions had been performed
between independent parties.
Practice reveals that article 185 paragraph 2 of
the BITC not only gives the possibility to avoid
double taxation but also to claim exemption of
excess profits (even if these profits have not
been taxed abroad).
The basic idea behind this planning opportunity starts from the fact that a Belgian company, being a member of a multinational group,
usually benefits from a whole set of advantages resulting from its membership of the
multinational group (for example know-how,
management skills, reputation, access to new
markets, clients’ and suppliers’ network, economies of scale, synergies, etc.) for which it is
often impossible to determine an appropriate
arm’s length remuneration as all group entities are benefiting from it and the underlying
mechanics are often complex and thus hard to
unbundle.
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3.2.2 Exemption of excess profit
The underlying reasoning is that the cost
structure and profit potential of group members is different from that of a stand-alone
entity. As the Belgian company should in principle only be taxable on profits that are in line
with its functional and risk profile – the latter
being assessed on a stand-alone basis – Belgian tax authorities are prepared to exempt
to a certain extent these benefits received
because of the simple fact of being member
of a multinational group. This implies that the
Belgian company will be taxed on a basis that
excludes group benefits such as economies
of scale, know-how, synergies, reputation,
etc. The underlying mechanism is reflected in
the scheme set out below.

Arm’s lenght profit

Profit which would
have been realised between
unrelated parties

Considering the above, Belgian taxpayers
belonging to multinational groups could potentially benefit from a downward adjustment
as a result of group synergies enabling them
to lower their effective tax rate in Belgium.
Obviously, one should be able to prove that
the profitability driver of the excess profit
(at least partly) results from the simple fact
of the Belgian company being a member of
an international group and thus benefiting
of intangibles such as reputation, synergies,
economies of scale, international network,
etc.

Belgian accounting profit

Belgian taxable profit

Profit accrued
based on conditions
between the related
parties

tax- exempt
“excess profit”

taxable profit
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3.2.3 Advanced pricing agreement
Belgian companies that want to apply for a
downward adjustment of their taxable base
and exempt the “overestimated” accounting
profit according to article185 paragraph 2
BITC, have to file a request for a unilateral
ruling.
The Belgian ruling commission has already
granted a number of excess profit rulings to
different multinational groups since the introduction of article 185 paragraph 2.
As stated above, the ruling commission will expect that the Belgian company will be able to
prove that belonging to an international group
is (partly) driving the excess profit. The Belgian company will therefore be requested to illustrate and support with solid documentation
that the so-called excess profit results from
case specific facts and that the downward adjustment is based on a sound economic theory.
In addition, based on the published excess
profit rulings and on the built up experience in
this respect it cannot be excluded that the Belgian ruling commission expects that the multinational group that claims the tax exemption
on excess profit, will make additional investments in Belgium and that additional employment will be created.

4. Company Law
4.1 Overview of the different Belgian
corporate forms used to perform
commercial activities
Investors who decide to establish a subsidiary in Belgium need to choose the most appropriate corporate form for the subsidiary.
It is, therefore, of great importance to define
precisely, prior to the incorporation of the subsidiary, the expectations of the future shareholders (amongst others, the management
structure, the management powers, the capital
structure, the corporate purpose, etc.).
The most common corporate forms opted for in
Belgium are the limited liability company (SA/
NV) and the private limited liability company
(SPRL/BVBA).
The SPRL/BVBA is generally used for smaller
(privately-owned) businesses. The SA/NV is
almost always opted by large multinational
groups (although some may choose for the
SPRL/BVBA for foreign tax transparency reasons).
Please find hereunder an overview of the main
characteristics of the limited liability company
(SA/NV).
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4.2 The limited liabilit y company (SA/NV )
4.2.1 Incorporation
An SA/NV must be incorporated by at least
two shareholders, being natural persons or
legal entities, which for this purpose have to
appear before a notary public. Shareholders
that cannot be present for the incorporation
of the company can be represented by an
attorney-in-fact in possession of a power of
attorney.
4.2.2 Key elements of the articles of
association
4.2.2.1 Corporate name – registered
office – corporate purpose –
term
The choice of a corporate name for the company is free, but the name must be sufficiently
distinctive from that of any other company
so as to avoid confusion. The company must
have its registered office in Belgium. The
choice of the location of the company’s registered office will determine the language in
which the company’s official documents (including its deed of incorporation) must be
drawn up (being in Dutch, French or German).
The corporate purpose of the company determines the limits of its permitted business
activities. It is, therefore, recommendable to
provide for a broad description of the corporate purpose as to allow the company to expand its initial activities in a certain manner
at some point in the future.
An SA/NV can be incorporated for an undetermined or a fixed period. A company incorporated for a fixed term, will be dissolved
by right on the expiry date of the term. The
shareholders could, however, prior to the

expiry date, decide to extend the company’s
term for a further fixed period or for an undetermined period. Such decision should be
taken in accordance with the legal requirements for a modification of the articles of association.
4.2.2.2 Capital-shares
The capital of an SA/NV must be entirely subscribed and may not amount to less than EUR
61,500.
At the time of the incorporation, the minimum
share capital of EUR 61,500 must be fully paid
up. In addition, each share must be paid up
for at least 25%. Shares representing a contribution in kind must be fully paid up within
a period of five years as from the date of incorporation.
The board of directors of an SA/NV can be
vested by the shareholders with the power
to increase the capital of the company up
till a certain amount (to be determined by
the shareholders) (the so called “authorised
capital”).
The transferability of the shares of an SA/
NV is in principle free but can be restricted
by inserting certain restriction clauses (e.g.,
a right of first refusal, a pre-emption right) in
the articles of association of the company or
in a shareholders’ agreement.
4.2.2.3 Management and representation
of the company
An SA/NV is managed by a board of directors, comprising at least three directors. If
the company has been incorporated by only
two shareholders or in the event a general
shareholders’ meeting establishes that there
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are only two shareholders left in the company,
the minimum number of the members of the
board of directors can nonetheless be reduced
to two. If, at some later time, the company will
again be held by more than two shareholders,
the number of directors will again have to be
increased to a minimum of three.
The board of directors can delegate the daily
management as well as the representation
powers with respect to the daily management
to one or more individual(s) or legal entity(ies). The person charged with the daily management does not need to be a shareholder or
a director of the company.
If provided for in the articles of association, the
board of directors can delegate all its management powers, with exception of the ‘general
management’ of the company and all powers
that are expressly reserved to the board of directors by law (e.g., drawing up the annual accounts and certain reports, etc.) or by the articles of association, to an executive committee.
In general, it is the board of directors as a
board that will represent the company towards
third parties. The articles of association can,
however, empower one or more directors - or,
in the event the board has set up an executive
committee, one or more members of the executive committee - to represent the company, acting individually or jointly.
In the event the board of directors has delegated the daily management of the company,
the person charged with the daily management
can represent the company in relation to such
daily management tasks (unless provided otherwise in the articles of association).

Finally, the board of directors can also grant
specific powers, via a power of attorney, to certain persons, being a director or not.
4.2.2.4 Statutory auditor
A statutory auditor (being a member of the Institute of Certified Auditors (Institut des Réviseurs d’Entreprises/Instituut der Bedrijfsrevisoren)) must be appointed for a period of three
years in order to audit the annual accounts of
an SA/NV which does not qualify as a small
company.
A company does not qualify as a small company when its average number of employees exceeds 100 on an annual basis or when at least
two of the following criteria are exceeded (art.
15 Companies Code):
-.Yearly average number of employees: 50
-.Annual turnover (excluding VAT):
EUR 7,300,000
-.Balance sheet total: EUR 3,650,000
4.2.2.5 Budget forecast
On the date of the execution of the deed of incorporation, the founder(s) must provide the
notary public with a budget forecast, covering
the first two years of operations and justifying the amount of the company’s capital. This
document will neither be filed nor published. It
will be kept by the notary public.
The notary will, however, be required to release the budget forecast to the court in case
the company would go bankrupt within a period of three years as of its incorporation. This
will allow the court to assess the liability of the
company’s founder(s), who will be personally,
jointly and severally liable for all or a part of
the company’s liabilities in case the court determines that the amount of the capital was
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grossly insufficient to cover the normal development of the proposed activities of the company for a period of at least two years.

5. Subsidiary vs. Branch

4.2.2.6 Post incorporation formalities
Within 15 days as from the execution of the
deed of incorporation, the notary public must
file the deed of incorporation at the clerk’s
office of the commercial court in the judicial
district where the registered office of the company is located. As of the date of such filing,
the company acquires legal personality.

From an organizational point of view, operating through a branch brings more mobility
since a branch can be easily opened (although
the required legalization of documents (see
below) may take some time) and closed down.
The opening and closing of a branch requires,
from a Belgian perspective, only a formal
decision of the competent body corporate
of the Japanese head office, to be legalized,
translated and published in the Belgian Official Gazette. Also, certain the constitutional
documents of the head office need to be legalized, filed and published. Furthermore,
there are no minimum capital requirements,
which make that in most cases, the costs of
establishing a branch will be lower than establishing a subsidiary.

Following the filing of the deed of incorporation at the clerk’s office of the commercial
court, the company will be registered with
the Crossroads Bank of Enterprises (CBE)
(Banque-Carrefour des Entreprises (BCE)/
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)).
If the activities of the company are subject to
VAT, the company must be registered with the
VAT authorities, using official forms for that
purpose.
Within three months of their incorporation,
all companies which are subject to Belgian
corporate income tax must register with a social insurance fund for self-employed persons
(caisse d’assurance sociales pour travailleurs
indépendents/sociale verzekeringskas voor
zelfstandigen).

5.1 Mobilit y vs. stabilit y

The opening and closing of a subsidiary entails more stringent requirements as the subsidiary will be incorporated under Belgian
Law. In this respect, it is required that the
subsidiary has a minimum paid up capital
(the amounts depend on the chosen legal
form) and the liquidation of the subsidiary is
subject to the Belgian company law liquidation procedures.
5.2 Limited vs. unlimited liabilit y

In addition, if the company has employees
in Belgium, it must register with the Belgian
social security administration for salaried
workers (ONSS/RSZ) and comply with all Belgian social security regulations applicable to
employers.

Operating through a branch brings a disadvantage from a legal point of view as the liabilities of the head office towards third parties are not limited via the interposition of the
branch. Branches do not have their own legal
personality since they are only an extension
of their head office. Consequently, a branch’s
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liability is not limited to the capital assigned to
it by the head office.
On the contrary, the liability of a subsidiary
is, in principal, limited to the amount of the
capital contributed to it. This disadvantage
is however of minor significance, as the head
office, in most cases, will ensure the future of
its subsidiary (by for example by intervening in
the financial situation of the subsidiary).
5.3 Market perception
Subsidiaries can also have an advantage
from a commercial point of view compared to
branches. The local market often has a more
positive perception of a subsidiary because
of the fact that branches can be easily closed
down. Therefore third parties may sometimes
be reluctant to enter into transactions with a
branch of a foreign company.
5.4 Accounting
From an accounting point of view, the accounting and publication formalities will be similar
except for two points:
• The financial statements of a branch do
not have to be published; only the financial
statements of the head office should be
published in Belgium. This is sometimes
seen as an advantage as competition does
not gain access to the branch results.
The financial statements must be filed in
Belgium within one month as of the annual
meeting of shareholders and ultimately
within seven months as of the closing date
of the financial year.
• The Belgian branch are not required to draft
separate year-end documents such as the

Annual Report, the minutes to the Board of
Director’s Meeting, and the minutes to the
Shareholders Meeting.
5.5 Tax
From a tax point of view, there are several differences between a branch and subsidiary
which may be worth wile considering.
• Provided a Belgian branch is considered a
taxable presence, i.e. a permanent establishment, this branch is taxable in Belgium
at a tax rate of 33.99% on all income
derived though this permanent establishment, including capital gains on assets of
the permanent establishment. The taxable
income will be determined on the basis of
the branch’s financial records. In absence
of such financial records, the branch will
be taxed on a lump-sum basis, subject to
a minimum, which may vary depending
on the nature of the business activity. For
example, in absence of conclusive accounting records, the valuation of the lump
sum taxable basis of a branch is generally
based on a cost plus 10%, with a minimum
of EUR 7,000 per employee, with an overall
minimum of EUR 19,000, though specific
derogatory rules exist for certain types of
activity.
A subsidiary is taxable at a tax rate of 33.99%
on its worldwide income.
• The profits of a branch can easily be remitted towards the head office free of Belgian
withholding tax.
Under the domestic law, the distribution
of dividends from a subsidiary towards the
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head office is subject to a withholding tax
of 25% or 15%. However, a reduced rate or
zero rate can be applied if dividends are
paid to a company established in other EU
Member State or Japan.
• The tax losses of a permanent establishment in Belgium can be immediately offset
against the profits made in Japan*, whereas the tax losses of a subsidiary cannot be
offset against profits of the Japanese parent, but can be carried forward indefinitely
to be offset against profits of the Belgian
subsidiary.
• Interest and/or royalty payments made by
the branch towards the Japanese parent
will not be tax deductible in hands of
the Belgium branch. Third party interest
payments made by the Japanese entity
but allocated to the Belgian branch are in
principle tax deductible.
Such payments made by the Belgian
subsidiary will be tax deductible, provided
that they are at arm’s length.
• A Belgian branch cannot benefit from any
provision in the Tax Treaties concluded by
Belgium, as such a branch is not considered a resident for tax treaty purposes.
The branch will be able to invoke the treaties concluded by the (Japanese) parent,
but this might imply disadvantages in a
European context.
A Belgian subsidiary is in principle a resident and has the power to invoke these tax
treaties concluded by Belgium.

6. Individual matters
6.1 Work permits, Visas and Residence
Permits
6.1.1 Work permit
When a Japanese employee is assigned to
work in Belgium, it is essential to comply with
the necessary formalities prior to moving to
Belgium.
Under the current applicable immigration legislation, a Belgian work permit is normally required for non-EEA nationals including Japanese prior to coming to Belgium.
Belgian work permit legislation, however,
foresees a series of exemptions from the need
to obtain a Belgian work permit for non-EEA
nationals. For example, those who come to
Belgium to participate in meetings in closed
circle are exempted provided that their stay
in Belgium does not exceed 20 consecutive
days and a total of 60 days per calendar year.
If these thresholds are exceeded, a Belgian
work permit will have to be obtained.
A Belgian work permit can be granted for the
duration of the Belgian assignment with the
maximum of one year. It can be renewed.
It is advisable to check whether or not the individual concerned requires a Belgian work
permit.
The application for a work permit has to be
filed in Belgium with the competent regional
authorities in the Region in which the Japanese employee will work. It is the employer’s

* This does however not imply that these losses can be used twice, i.e. once in Belgium and once in Japan. If the Japanese
company uses the Belgian losses, and in a later stage the Belgian branch starts to use these losses itself, a correction is
required in the Japanese tax return (the so-called “recapture”).
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responsibility to file the application for a Belgian work permit with the competent authorities. Unless one of exemptions is applicable,
the employee is not allowed to start working
in Belgium before the Belgian work permit is
granted. Non-compliance may be subject to
criminal sanctions.
The granting of work permits is facilitated for
two categories of employees: ‘highly skilled employees’ and ‘persons in a management position’. ‘Highly skilled employees’ are employees
with a degree in higher education (university or
equivalent, or higher) and who earn a minimum
annual gross salary of EUR 37,721 (amount for
the income year 2012). The minimum annual
gross salary to obtain a work permit for an executive in a management position is EUR 62,934
(amount for the income year 2012).
Once the application is filed, it generally takes
about three weeks before a work permit is
granted if the application file is complete. It
usually takes further one to two weeks for the
authorities to deliver the work permit physically.
When the employee receives the work permit,
his/her employer will receive a license to employ the concerned employee.
6.1.2 Visa T ype D
After a work permit is granted, the individual
can take up his or her assignment in Belgium
either after obtaining a Visa Type D or without
obtaining a Visa Type D.
Visa type D is a visa necessary for staying in
Belgium for more than three months. Japanese
nationals are not obliged to obtain a Visa Type
D before moving to Belgium as their entry into

Belgium and other EU/EEA countries for three
months over a six-months period is exempted under the reciprocal visa exemption arrangement.
However, Visa type D facilitates and shortens
the process to obtain a residence permit after
his or her arrival to Belgium. In particular, if
the spouse of the work permit holder comes
to Belgium without obtaining a Visa Type D
beforehand, his or her travelling in and out of
Belgium and Schengen countries is likely to be
restricted for several months.
A Visa Type D should be applied at the Belgian
consulate of the area where he or she lives. For
a resident in Japan, it is the consular section of
Belgian Embassy in Tokyo.
For the spouse and dependent children, if they
are to accompany the work permit holder to
Belgium, their applications for a Visa Type D are
regarded as filed at the same time as the work
permit holder’s visa if they are filed within six
months of the work permit holder’s application.
In this case, their visas will be issued approximately within one week. If not applied within
the six months limit, a waiting period of several
months is likely to be imposed for the spouse.
If the expatriate or his or her family members
plan to go out of Belgium or Schengen countries before applying for a Belgian residence
permit, a multi-entry Visa Type D should be
obtained. A multi-entry Visa Type D is valid for
one year and enables the holder to travel in and
out of Belgium and Schengen countries during
its validity. A single-entry Visa Type D will be
cancelled once the holder goes out of Belgium
and Schengen countries before applying for a
Belgian residence permit and cannot be used
for its application any more.
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6.1.3 Residence permit
Upon arrival in Belgium, the expatriate, and
his or her family members, if applicable, are
required to register with the municipality of
their place of residence in Belgium within 8
days of moving into this Belgian residence.
At the municipality, they apply for a Belgian
residence permit that will allow them to reside
in Belgium.
The procedure and time frame for registration and the application for a residence permit may vary depending on the municipality. If they have obtained Visa Type D, their
residence permits will be issued a few weeks
after their application. If they have not obtained Visa Type D, it would take considerably
longer to obtain their residence permits. In
particular, for the spouse, a waiting period
of 6 months islikely to be imposed. During
this period, travel ling outside Belgium and
Schengen countries may be restricted.
6.2 Limosa
The Belgian authorities have set up a new
cross-border reporting system for the registration of foreign nationals who are temporarily working in Belgium, named “LIMOSA”. The
objective of the new system is to provide the
Belgian authorities with a more accurate view
on the temporary employment of foreign nationals in Belgium who don’t resort under the
Belgian Social Security and therefore don’t
contribute to the Belgian Social Security.
As of 1 April 2007, foreign nationals who intend to (temporarily) work in Belgium will
have to be registered with the Belgian social
security authorities prior to the start of their
activities in Belgium. An electronic Web-

based application has been set up which
allows for “electronic” registration www.limosa.be. Upon registration, the person concerned will receive an official confirmation.
Under specific circumstances, exemptions
from the Limosa formalities are available.
Non-compliance with the new requirements
can be sanctioned with criminal and administrative penalties.
6.3 Social securit y
Adhesion to the Belgian social security system is compulsory for all employees, including foreigners who are employed in Belgium
by a Belgian employer or who are employed
by a Belgian place of business of a foreign
employer, unless an exemption is applicable
under a bilateral social security agreement.
6.3.1 Local employees
Locally hired employees are in principle subject to Belgian social security. The Belgian
social security contributions are borne partly
by the employer and partly by the employee.
The employer portion of Belgian social security amounts to approximately 35% and the
employee portion amounts to 13.07% of the
gross remuneration.
6.3.2 Japanese employees
Japanese employees working in Belgium can
be exempt from adhering to Belgian social
security thanks to the Social Security Agreement between Belgium and Japan entered
into force on 1 January 2007. Under this
agreement, it is possible for a Japanese employee to temporarily remain contributing
solely to the Japanese social security system
while working in Belgium. As such, this can
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be a considerable cost saving for the employer.

6.4 Individual income tax

To this extent, a certificate of coverage should
be obtained with the competent authorities in
Japan. The exemption is up to 5 years. Extension beyond 5 years may be allowed under exceptional circumstances.

6.4.1 Tax residency and general
principles of individual income tax
in Belgium
Locally hired employees will most likely be Belgian tax residents. Belgian tax residents are
taxable on their worldwide income, regardless
the country in which the professional activities
are performed.

If a Japanese employee, covered by Japanese
social security and exempted from Belgian social security, goes to a doctor or a hospital for
treatment, he or she will have to pay the entire
cost of medical treatment first and then file for
reimbursement later in Japan unless covered
by a private insurance policy that pays hospital
invoices directly.

As a rule, it can be stated that all types of compensation and benefits received by an employee for professional services rendered, constitute taxable income.

income tax table for 2012 (assessment year 2013)
Taxable income bracket

Tax rate on income
in bracket

Total tax on income
below bracket

(EUR)

(%)

(EUR)

0

8,350.00

25

2,087.50

8,350.01

11,89.00

30

3,149.50

11,890.01

19,810.00

40

6,317.50

19,810.01

36,300.00

45

13,738.00

From

To

(EUR)

36,300.01

Personal allowances

50

(EUR)

Basic allowance

6,800.00

Personal allowance 1 child

1,440.00

Personal allowance 2 children

3,720.00

Personal allowance 3 children

8,330.00

Personal allowance 4 children

13,480.00

Extra allowance per child < 3 years

540.00

168

The Belgian income tax is calculated based
on a progressive scale which varies from 0%
to 50% and should be increased by the communal tax (the actual communal tax depends
on the commune one lives in, but will be
around 7% in general).
The Belgian employee social security contributions are first deducted from the gross
salary in order to determine the base of the
taxable employment income. Various personal deductions can also limit the taxable
basis such as tax deductions related to a nonworking spouse, the number of dependent
children, etc.
6.4.2 Expatriate tax regime
In Belgium, special rules have been issued by
the Belgian tax authorities concerning the tax
treatment of foreign executives, researchers
and specialists working temporarily in Belgium. In principle, individuals working and
residing with their family in Belgium are considered as tax residents of Belgium and are
therefore subject to Belgian individual income
tax on their worldwide income. However, the
Belgian tax administration offers special tax
concessions to non-Belgian executives “temporarily” exercising a professional activity in
Belgium. Those who are entitled to benefit
from these concessions are treated as nonresidents for Belgian income tax purposes.
Belgian non-residents are taxable on their
Belgian-source income only. Employment
income related to the professional activities performed in Belgium is considered as
Belgian-source income (regardless whether
this employment income is paid out in Belgium or elsewhere). For example, salary paid
in Japan but which relates to the professional

activities performed in Belgium is considered
as taxable Belgian-source income.
The tax rates and personal deductions for
non-resident taxpayers in Belgium are identical to the tax rates for Belgian tax residents.
Compulsory foreign employee social security contributions may be deducted from the
gross employment income in order to determine the taxable basis in Belgium.
The expatriate tax concessions can only be
obtained by filing an application with the
Belgian tax authorities within a period of
six months as from the month following the
month of arrival in Belgium. The special tax
regime should be applied for in the hands of
the employer, as well as in the hands of the
employee.
The application must comprise one or more
files, one for each expatriate wishing to benefit from the special tax status, including their
personal, formal request for the special tax
status. Sufficient information must be given
to enable tax officers to verify that all conditions for applying the special tax status have
been met and whether the costs proper to the
employer that the applicants wish to be reimbursed free from tax, have been justified.
• The Japanese employee is considered a
“non-resident” for Belgium income tax
purposes (taxable in Belgium on Belgian
source income only).
• Certain expatriate allowances or expense reimbursements are excluded
from the taxable income in Belgium (i.e.
the so-called tax-free allowances). The
reimbursement of expenses proper to the
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employer is excluded from the income and
consequently is not taxable in the hands of
the employee. The exclusion is limited up
to EUR 11,250 or EUR 29,750 for repetitive
expenses and there is a full exclusion for
non-repetitive expenses (such as moving
expenses, first installation costs, etc).
The limit of EUR 11,250 is the ordinary ceiling and is applicable to any expatriate who
does not qualify for the EUR 29,750 limitation. The EUR 29,750 limit is only available
for expatriates employed by a coordinating
or controlling office and individuals working
in a scientific research centre.
• Exclusion of a portion of the resulting
taxable employment income based on the
number of days worked outside Belgium
(i.e. the so-called travel exclusion). This
part is left out of the non-resident’s taxable
compensation and is thus exempted from
Belgian tax.
6.5 Belgian withholding taxes
6.5.1 Local employees
Belgian law provides that employers must deduct withholding tax on a monthly basis from
salaries payable to employees as determined
by prescribed tax tables.
In general, the monthly Belgian withholding tax should be on the bank account of the
Belgian tax authorities by the 15th day of the
month following the month in which the employee’s income was paid or attributed.
The employer is also required to file annual
withholding tax returns.

6.5.2 Japanese employees
Under certain circumstances, it is possible
that there is no Belgian withholding tax requirement for Japanese expatriates assigned
to Belgium. The Belgian tax liability will then
be payable upon receipt of the Belgian tax assessment note (i.e. two years after the income
year).
In order to avoid a considerable tax liability two
years after the income year, voluntary tax prepayments can be made during the income year.
6.5.3 Reduction of withholding taxes on
wages paid to scientific
researchers
Companies that employ scientific researchers can benefit from a partial exemption from
payment of withholding tax on these wages,
provided certain conditions are met (see hereafter). They must transfer to the tax authorities
only 25% of the withholding tax due on the
wages of these researchers while they withhold 100% of the withholding tax that would
normally be due. The measure has no impact
on the personal tax situation of the researchers, in the hands of which the full amount of
wage withholding tax is considered to be transferred.
The wages at hand are those of employees and
can only reward work achieved in a subordination relationship. Consequently, this measure
does not apply to independent researchers or
company managers.
This wage withholding tax exemption is applicable to wages attributed by:
• Certified scientific institutions: to their assistant researchers and post-PhD researchers;

170

• Companies: to researchers affected to research projects conducted in partnership
with universities or colleges located in the
European Economic Area or with one of the
certified scientific institutions.
• Young innovative companies: to researchers, research technicians and research
project managers with exception of administrative and commercial personnel.
Young Innovative Companies are small
companies in the meaning of Article 15, §1
of the Company code that were incorporated less than 10 years before 1 January
of the year during which the exemption
of payment of wage withholding tax is
granted and in which the costs relating to
R&D are at least 15% of the total amount of
costs of the previous assessment year.
• Companies: to researchers working in R&D
programs, and graduated with:
-- Diploma of doctor of applied sciences/
exact sciences/medicine/veterinary
medicine/civil engineering/pharmaceutical sciences;
-- Master diploma (or of equal value) in the
following sectors:
>> For the Flemish Community: sciences, (biological) applied sciences,
veterinary medicine, pharmaceutical,
bio-medical, industrial, nautical sciences, bio-technology, architecture,
product development.
>> For the French Community: sciences,
industrial, engineering, agricultural,
pharmaceutical sciences, veterinary
medicine, biological engineering,
architecture.

This tax incentive has a broad scope of application and includes researchers that are not
Belgian resident for income tax purposes provided that their remuneration is taxable in Belgium. Researchers who benefit from the special expatriate individual income tax regime in
Belgium could in principle also qualify.
6.6 Mandatory application of Belgian
labour law
Employees who habitually work on Belgian
territory are protected by the mandatory
Belgian labour law provisions, such as provisions regarding working hours, protection of
remuneration, minimum wages, annual vacation and vacation payment, public holidays,
dismissal provisions, safety provisions, etc.
Belgian mandatory labour law is applicable
equally to Belgian work force and Japanese
expatriates working habitually on Belgian territory.

Source: KPMG Tax Advisers
K law
For more information, please contact:
Masatomo Nomura
Director
KPMG Global Japanese Practice in Belgium
tel +32 2 708 3827 fax +32 2 708 4399
e-mail: mnomura@kpmg.com
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年までは英語・フランス語のどちらかを選
択して学習しています。 また、国際交流を
私たちの学校
図った特色ある学校作りを目指して、現地
オーデルゲム地区に位置するブラッセル日本 校との学習交流や文化交流も盛んに行われ、
人学校は、学校理事会が運営母体となって、 子どもたちはベルギーならではの経験や貴
全日制と補習校の 2 つの学校から成ってい 重な体験をしています。行事としては小学部・
ます。日本人学校は日本人会から土地・建物 中学部のサマースクール、修学旅行、運動会、
などの援助・協力を得ており、学校の管理 合唱祭等があり、児童・生徒は積極的に参
運営は学校理事会が行っています。1974 年 加しています。特に上級学年の子どもが下
に補習校、1979 年に全日制が開校し、その 級生の世話や指導をし、充実した活動にし
後、日系企業の増加などに伴い児童・生徒 ています。また、ＰＴＡ主催のマロニエ祭は
数が増えましたが、2009 年以降減少傾向に 保護者と子どもが楽しめる、本校の特徴的
あります。日本の文部科学省学習指導要領 な取り組みとなっています。
に基づいたカリキュラムを基本に、教育内容
を充実・発展させながら、種々の教育活動 www.japanese-school-brussels.be
が行われています。 地元のオーデルゲム地
区との協力関係を保ち、国際学校や現地学 補習校
校との交流も行いながら、信頼される学校 補習校は 1974 年に『日本語による教育を通
をめざしています
して日本人としてのものの見方や考え方を
ブラッセル日本人学校の紹介

学ばせ、国際社会の中で尊敬される日本人
の育成をめざして設立』され、35 年あまり
の歴史がある補習校となっています。補習
校 の 児 童・生 徒 数 は 2010 年 現 在、210 名
程です。本校の教育目的は、現地校・イン
ター校に通学しているベルギーおよび隣接
国に在住の日本人子弟などを対象に、文部
学力を伸ばす指導、在外の特色を生かした、 科学省学習指導要領に沿った国語および算
世界の人々と共に課題を解決する力を伸ば 数・数学を主たる教科として学習しながら、
す指導に重点を置いています。授業日数は 日本語力の維持 ･ 向上を図ることにありま
年間 205 日以上、学習指導要領に準拠した す。また、日本の学校文化を経験していく
授 業時 数を確保しています。全日制 児童・ 中で、日本人としての心や考え方に触れ、国
生徒は 2010 年現在、320 名程です。学年・ 際性豊かな人間性を育んでいます。年間 40
学級編成は小学部 1 学年につき 2 クラスの 日の土曜日を授業日とし、年齢に応じた学
計 12 クラス。中学部は 1 学年につき 1 クラ 年別クラス編成で、小中学部で 1 日 4 時間
スの計 3 クラス。合計で 15 クラスの編成に の国語、算数・数学のカリキュラムを実施し
なっています。通学している子どもたちは企 ています。特に国語教育の重要性に基づき、
業の駐在員として派遣されている保護者の 漢字学習や音読・作文指導に重点を置いた
子どもが殆どです。また、教科課程外に外 取り組みを進めています。その他に課外社
国語の習得を目指した学習を行っています。 会科、補習校漢字検定なども行っています。
小学校 1、2 年生ではフランス語を必修とし 行事としては遠 足、音読発 表 会、PTA 主催
て外国語を学び、小学校 3 年から中学校 3 によるスポーツデー、マロニエ祭、もちつき
全日制
全日制は在外教育施設の教育理念である、
日本と同等の教育を推進すること、国際性
を培う教育課程の編成に努めることを掲げ
た教育を行っています。具体的には、児童・
生徒一人ひとりに、日本の学校として必要な
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大会などがあります。
子どもたちは、平日はオランダ語、フランス語、
ドイツ語、英語の学校に通っています。保護
者は、駐在員として日本からベルギーに来て
いる方、海外転勤の続く方、ベルギーの暮ら
しが長い方、国際結婚している方など様々で、
保護者にとっても補習校は子どもたちを日本
とつなぐ貴重な場になっています。
www.japanese-school-brussels.be/hosyu/
framepage.top/index0.html
ベルギーの学校制度
ベルギ ーは 6 歳 から 18 歳までの 12 年間が
義務教育期間となっています。学校は国公立、
カソリック系、私立（日本人学校を含む）、ベ
ルギー教育省の管轄外の学 校（農業学 校や
保育園）があり、学校の選択権は保護者が有
しています。6 歳から 12 歳は初等教育（小学
校）、12 歳から 18 歳は中等教育（中学と高校）
です。中等教育からは ｢ 一般コース ｣、｢ 実科
コース ｣、
「芸術コース ｣、
「職業コース」など
のコースが選択できます。
「一般コース」は大
学等の高等教育機関への進学を目的としてい
ます。
義務教育期間が長いため、その間に自分の適
正進路を考えることができます。しかし、一
方ベルギーでは初等教育時から学力不振な者
に対する留年制度があります。また、成績に
よっては進路選択が限定されてしまうことも
あります。19 歳からは高等教育（大学や専門
学校）となり、入学試験はありませんが進級、
卒業試験は厳格です。ベルギーには国立大学
が 6 校あります。
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The Japanese School of Brussels
Our School
Located in Auderghem, the Japanese School
of Brussels is composed of two schools: fulltime school and supplementary school - so
called ‘Saturday School’. Its operating body
is the Board of Directors of the Japanese
School of Brussels. The school receives a
support from the Japanese Association (Nihonjinkai) for its land, building, and other
related aspects.
The Saturday School was opened in 1974, followed by the full-time school in 1979. Due to
a continuous increase in the number of Japanese companies established in Belgium, the
number of Japanese pupils has also increased
steadily. However since 2009, the number of
pupils has been decreasing.
The school follows the official guidelines for
teaching by the Japanese Ministry of Education. It also gives extensive effort to improve
the quality of education and actively organizes various educational activities.
While keeping a good cooperation with the
municipality of Auderghem as well as with
local and international schools, the Japanese
school of Brussels aims to be recognized as a
high standard school in Belgium.
The full-time school
http://www.japanese-school-brussels.be
The mission of the full-time school is to provide the classes of the same level of education as in Japan, while adapting its curriculum
to encourage its pupils to develop the ability to
think and challenge with international visions.

The full-time school gives more than 205 days
of classes in a year, which fulfils the standard
of required teaching hours and has over 320
pupils registered in 2010. The school runs
two classes per grade in the primary level and
one class per grade in the first 3 years of the
secondary level, which makes 15 classes in total. The majority of the pupils are the children
of the expatriates of Japanese companies.
As an extra curriculum, the school focuses on
the foreign language studies. In the primary
school, French course is given as a compulsory for the first and second grader. As of the
third grade until the third grade of secondary school the pupils have a choice to learn
either French or English. Being unique and
international, the Japanese school actively
exchanges culturally and educationally with
other local schools and provides maximum
opportunities for the pupils to experience
Belgian culture.
Summer schools for both primary and secondary, excursion trips, a sport day, a choir
festival, etc. are organized as other school
activities and in every activity, elder pupils
always take care of younger ones. Also the
´Marronnier Festival´ is a special event, sponsored by PTA (Parents Teachers Association)
of the school, which both children and the
parents can enjoy.
The Saturday School
http://www.japanese-school-brussels.be/
hosyu/framepage.top/index0.htm
The Japanese Saturday School of Brussels
was established in 1974 with its mission to
teach Japanese notions and culture through
classes conducted in Japanese and to bring
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up the children to be a well-respected person
as a Japanese in the international environment.
The school, built on 35 years of history, has
currently about 210 pupils registered.
The school offers classes on Japanese, algebra and mathematics to those pupils who
are enrolled full-time at local or international
schools. While respecting a traditional Japanese style of education, the school aims to
create a learning environment that assists the
children to develop international visions.
The classes are divided according to the age
of pupils and the courses are given 4 hours a
day of Japanese language, algebra and mathematic on 40 Saturdays a year. The curriculum
of school is structured to focus on learning Chinese characters, reading, and writing essays,
as these are the most important skills in the
Japanese language.
The school offers social studies as well as
exams on Chinese characters certified by the
Saturday School as extra curriculum activities.
Also field trips, diction, a sports day, ´Marronnier Festival´ sponsored by PTA, ‘Mochitsuki’
(pounding of rice cake) competition, etc. are
also organized as school events.
On weekdays, the pupils go to local French,
Dutch, German or English speaking schools.
The Saturday school is an important place to
network also for those parents who are here
as expatriates, who continue to work outside
Japan, who live in Belgium for a long period of
time, or who are married to Belgians.

Belgian school system
In Belgium, education is compulsory from 6 to
18 years old. There are public schools, catholic
schools and private schools (such as the Japanese school). Some schools are outside the
jurisdiction of the Belgian Ministry of Education (such as agricultural schools and others).
Everybody has the right to choose the school
system in which he / she wishes to enrol.
The primary education starts from 6 until 12
years old. The Secondary school is for the children of age 12 to 18 years old (corresponding
to junior high school and high school in Japan).
From the secondary school, one can either follow ‘general course’, ‘technical course’, ‘art
course’, ‘business course’ or others. Usually
the pupils who wish to pursue higher education in colleges or universities choose the general course.
As the compulsory education period is quite
long, the children have plenty of time to think
about their future course. On the other hand,
Belgium has the system of failure by slump of
achievement as early as primary education.
Therefore the grades can sometime influence
the decision.
From 19 years old, one would enter higher education: university or specialized schools. With
some exceptions there are usually no entrance
examinations, however final exams to graduate are quite difficult. There are 6 national universities in Belgium.
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ベルギーにおけるインターナショナル・スクール
International Schools in Belgium
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ベルギーにおけるインターナショナル・スクール
ブリッセル日本人学校をはじめ、ベルギーで
は様々なインターナショナル・スクールでの
教育を受けることが可能です。主なそれら
の学校のリストを下記にまとめましたので、
ご参照下さい。

International Schools in Belgium
Next to the Japanese School in Brussels,
Belgium offers as well many other international schools for children. Below one can find
a non-exhaustive list of these schools.

Antwerp British School
Korte Altaarstraat 19,
2018 Antwerp
T : (3) 271-0943
F : (3) 236-0325
E : antwerpbritschool@pandora.be
W : www.antwerpbritschool.org

British Junior Academy of Brussels
Boulevard St Michel 83,
1040 Brussels
T : (2) 732-5376
F : (2) 732-5376
E : bjabrussels@yahoo.com
W : www.bjab.org

Antwerp International School
180 Veltwijcklaan,
2180 Ekeren
T : (3) 543-9300
F : (3) 541-8201
E : ais@ais-antwerp.be
W : www.ais-antwerp.be

Brussels’ English Primary School
(BEPS), Brussels
23 Avenue Franklin Roosevelt,
1050 Brussels
T : (2) 648-4311
F : (2) 687-2968
E : info@beps.com
W : www.beps.com

British International School
of Brussels
163 Avenue Emile Max,
1030 Brussels
T : (2) 736-8981
F : (2) 736-8983
E : schooloffice@bisb.org
W : www.bisb.org
The British School of Brussels
Leuvensesteenweg 19,
3080 Tervuren
T : (2) 766-0430
F : (2) 767-8070
E : admissions@britishschool.be
W : www.britishschool.be

Brussels’ English Primary School
(BEPS), Waterloo
280 Chaussée de Waterloo,
1640 Rhode-St-Genese
T : (2) 358-5606
F : (2) 358-3132
E : info@beps.com
W : www.beps.com/waterloo.php?Text_id=7
European Montessori School
12 Avenue Beau Sejour,
1410 Waterloo
T : (2) 354-0033
F : (2) 354-5141
E : info@europeanmontessorischool.be
W : www.europeanmontessorischool.be
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Brussels’ English Primary School (BEPS),
Limal
13 Rue Leon Deladriere,
1300 Limal
T : (10) 417-227
F : (2) 687-2968
E : info@beps.com
W : www.beps.com
College Francais de Gand
Blaisantvest 70,
9000 Ghent
T : (9) 225-8935
F : (9) 233-6398
E : cfdg@pandora.be
Da Vinci International School
Verbondstraat 67,
2000 Antwerp
T : (3) 216-12 32
F : (3) 257-1372
E : info@da-vinci.be
W : www.da-vinci.be

European School of Brussels
Avenue du Vert Chasseur 46,
1180 Uccle
T : (2) 373-8611
F : (2) 375-4716
E : bl_secr.sec@eursc.org
W : www.eeb1.com
International School of Brussels
19 Kattenberg-Boitsfort,
1170 Brussels
T : (2) 661-4211
F : (2) 661-4200
E : admissions@isb.be
W : www.isb.be
Lycee Jean Monnet
9 Avenue du Lycee Francais,
1180 Brussels
T : (2) 374-5878
F : (2) 374-9843
W : www.lyceefrancais-jmonnet.be

Deutsche Schule, Antwerpen
Waterstraat 39,
Stabroek, 2940
T : (3) 664-3921
F : (3) 664-3921
E : deutsheschule.antwerpen@belgacom.net

Mol European School
Europawijk 100,
2400 Mol
T : (3) 456-3111
F : (3) 456-3104
E : dir@esmol.be
W : www.esmol.net

Deutsche Schule, Brussels
Lange Eikstraat 71,
1970 Wezembeek-Oppem
T : (2) 785-0130
F : (2) 785-0141
E : info@idsb.eu
W : www.idsb.eu

Scandinavian School of Brussels
5 Square d’Argenteuil,
1410 Waterloo
T : (2) 357-0670
F : (2) 357-0680
E : scandinavian.school@ssb.be
W : www.ssb.be
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SHAPE International School
General Services Section,
Building 717, Shape,
7010 Mons
T : (65) 445-726
F : (65) 353-351
E : direction.shapeschool@skynet.be
St Paul’s British Primary School,
Tervuren
Stationsstraat 3,
3080 Vossem-Tervuren
T : (2) 767-3098
F : (2) 767-0351
E : info@stpaulsps.com
W : www.stpaulsbps.com
St. John’s International School
Drève Richelle 146,
1410 Waterloo
T : (2) 352-0610
F : (2) 352-0630
E : admissions@stjohns.be
W : www.stjohns.be
Vlaams, Nederlandse Basisschool
Burgemeester Marnix
Amerlolaan 53,
2900 Schoten
T : (3) 658-0040
F : (3) 658-8840
E : info@marnixschool.be
W : www.marnixschool.be
World International School
280 Chaussée de Waterloo,
1640 Rhode-St-Genese
T : (2) 358-5606
F : (2) 358-3132
E : info@wis.be
W : www.wis.be
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ベルギー進出日系企業の状況 - 2012 年版
THE E XPERIENCE OF JAPANESE COMPANIES IN BELGIUM - 2012

ベルギーには、外国からの投資家にとって魅力的な点が数多くあります。ヨーロッパの中心とい
う地政学的に重要な場所にあるというだけでなく、充実したインフラや、多国語にたけ ､ 質の高
い労働力は高く評価されています。すでに約 265 の日系企業が ､ ベルギーへ投資を行っています。
本書で事例としてご協力いただいた企業の投資規模、業種、地域は異なりますが、ベルギーでの
ビジネスに満足している点では共通しています。これらの事例を通じて、ベルギーが投資に最適
の地であるということを日本企業の皆様に知っていただければさいわいです。
「ようこそ、ベルギーへ !」日白協会兼商工会議所 (BJA) からのメッセージです。

Strategically located in the heart of Europe, Belgium has a lot to offer to foreign investors: a well-developed infrastructure and a skilled, multilingual labour force are the assets most widely appreciated. Some 265 Japanese companies have invested in Belgium
so far. Those companies that have kindly contributed to this book are in different sizes,
in various sectors, and located in different Regions in Belgium. However, they all share
an appreciation of the Belgian business environment and a strong sense of satisfaction
regarding their operations in Belgium. Through these positive testimonies, the BelgiumJapan Association & Chamber of Commerce hopes to convince many more Japanese companies that Belgium is an exceptionally attractive investment location.
Our message is: Welcome to Belgium!

Belgium-Japan Association
Chamber of Commerce
日白協会兼商工会議所

