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? ? ? ２０１７年５月３１日付けで改定した「ラトヴィアの一般事情・投資環境基礎情報」を送付申し上げます。ご査収ください。? 長 塚
徹? （Toru Nagatsuka
） ? ラトヴィア投資開発公社 （Investment and Development Agency of Latvia, LIAA）? 日本コーディネーター （Japan Coordinator）? Perses Street 2, Riga
LV-1442, Latvia? 電話： ３７１−６７０３９４９４? 携帯電話 ：３７１−２６３１７１８８? Eメール：toru.nagatsuka@liaa.gov.lv? www.liaa.gov.lv? ?
? ? ? ラ
トヴィアの一般事情・投資環境基礎情報（２０１７年５月３１日現在） ?
?
基礎事項 国名（日本語）????????????????? ラトヴィア共和国 国名（英語）??????
?????????????? REPUBLIC OF LATVIA カントリーコード????????????? ＬＶ 面積?????????????????????????????????? ６．５万平方キロメートル 人口????????????
?????????????????????? ２００万人 首都?????????????????????????????????? リーガ 民族構成????????????????????????????????????????? ラトヴィア系６１．８
％、ロシア系２５．６％、ベラルス系３．４％、ウクライナ系２．３％、ポーランド系１．２％、 リトアニア系３．６％、その他３．６％ 言語????????????????????
???????????????????????????? ラトヴィア語（公用語）。ロシア語が良く通ずる。英語が急速に普及している。ドイツ語を話す人もいる。 政治体制??????????????????
????????? 共和制 政体?????????????????????????????????? 議会制民主主義 議会?????????????????????????????????? 定員１００名。任期４年。 元首??????????
???????????????????????? ライモンズ・ヴェーヨニス（Mr. Raimonds Vejonis）大統領 政府
????????????????????????????????????????? 首相、マーリス・クチン
スキス氏（Mr. Maris Kucinskis、「緑と農民連合２１議席」）を首班とする、「統一」（２３議席）、「ナショナル・アライヤンス」（１７議席）が参加した３党連立政
権。 政党?????????????????????????????????? 野党の議席数は次ぎのとおり。「協調センター」（２４議席）、「地域連合」（７議席）、「心よりラトヴィアのために
」（７議席）無所属１議席 国際機関加盟状況????????????? EU(２００４年)、NATO（２００４年）、WTO(１９９８年) ?
経済指標?????????????
ＧＤＢ（名目）??
? ????????????? ２５、０２１百万EUR(２０１６年) ＧＤＰ実質成長率????????????? ２．０％（２０１６年） 一人当たりＧＤＰ????????????? １２、７６２EUR（２
０１６年） 民間消費支出???????????????????? ＧＤＰの６０．９％（２０１６年） 政府消費支出???????????????????? ＧＤＰの１７．５％（２０１６年） 総固定
資本形成????????????????? １９．９％（２０１６年） 鉱工業生産増加率????????????? ４．９％（２０１６年） 中央政府歳入?????? ????????????? ３６．４％（対
ＧＤＰ比、２０１６年） 中央政府歳出???????????????????? ３６．３％（対ＧＤＰ比、２０１６年） 消費者物価上昇率????????????? ０．１％（２０１６年） 実質
賃金上昇率????????????????? ４．６％（２０１６年） 失業率（年末）????????????????? ９．６％（２０１６年） 財政バランス???????????????????? ０．０％（対
ＧＤＰ比、２０１６年） ?
経常収支???????????????????????????
３６９．５百万EUR（２０１６年） 貿易収支???????????????????????????
１０７百万EUR（
２０１６年）
輸出額??????????????????????????? １４、５１０百万EUR（２０１６年）
輸入額??????????????????????????? １４、３７３万EUR（２０１６年）
政府債務???????????????????????????
１０．０３８百万EUR（２０１６年） 外貨準備高????????????????????????
３、３５９百万EUR（２０１７年３月） 格付け
（Ｓ＆Ｐ）????????????? Aマイナス
(stable） 格付け（Ｍｏｏｄｙ&lsquo;ｓ）A3?????????
（stable） 格付け（Fitch）??????????????? Aマイナス
(stable） 格付け（Ｒ＆Ｉ）????????????? ＢＢＢプラス（positive） ?
投資環境基礎情報 投資誘致機関???????????????????? ラトビア投資開発公社 インセン
テイブ取得手続??? 事業内容に従い経済特区管理局等に申請する。税の減免は国税庁に申請する。 ?
インセンティブ内容?????????? 税の各種減免措置。すなわち、法
人所得税、新機械の購入に対する減税、損失の繰越、農業法人に対する減税、受刑者の雇用に対する減税等。 ?
????????????????????????????????????????? 経済特
区（リエパーヤ経済特区、ヴェンツピルス自由港、リーガ自由港、レーゼクネ経済特区）においては２０３５年まで次の特別減税がある。 ??????????????????????????
??????????????? 不動産税の８０％減免。特区内で得られた所得に対し８０％まで減税。配当所得税等に対し最大８０％まで減税。特区内で購入された商品については付
加価値税を免除。 ?
???????????????????????????
外資誘致政策の特徴?????????? ラトヴィア政府は、外国からの投資が経済発展に不可欠として、この誘致に努力
して来ており、この一環として１９９３年にラトヴィア投資開発公社を設置した。外国系企業は完全に内国民待遇を受ける。また、ラトヴィアの法制等が外国系企業の活
動に障害となることを防止するため、外国投資企業家協会（FICIL）との間に定期的に協議を行っている。 ?
（事業環境） 工業団地????????????? 上記４経済特区の
ほかに、または、その内部に以下のような工業団地がある。その多数はNP Propertiesが所有している。??????????
??????????????????????????? ????????????? NP
Business Centre (８．５万平米、リーガ在) ??????????????????????????? NP Nordic Technology Park （７．５万平米、リーガ在） ????????????????????????????
????????????? NP Duntes Business Park （２．３平米、リーガ在） ??????????????????????????? NP Nordic Industrial Park （１４万平米、リーガ近郊Olaine在）
??????????????????????????? ????????????? NP Jelgavas Busieness Parks （２３万平米、Jelgava在） ????????????????????????????????????????? NP
Daugavpils Business Park （１７．６万平米、Daugavpils在） ?
Rixport, Riga Airport Business Park （２５万平米、リーガ空港隣接） Riga Industrial Park
（２０万平米、リーガ在） ??????????????????????????? Business Park Abava （１８万平米、リーガ在） Baltic Industrial Park （３．１平米、リーガ在） ????
??????????????????????? Dominante （５．５万平米、リーガ近郊Kekava在） ??????????????????????????? Dommo （１．３万平米、 リーガ近郊Olaine在）
Business Park Ogre （３．１平米、Ogre在） ??????????????????????????? ????????????? Eirkel Business Park (４９万平米、Jelgava在) ??????????????????????
????? Granita Industrial Park （１３．５万平米、Stopini在) ??????????????????????????? Ventspils High Technology Park （３０万平米、ヴェンツピルス経済特
区内） Karosta Industrial Park (５万平米、リエパーヤ経済特区内) Pulvera Street Industrial Park （３．３万平米、リエパーヤ経済特区内） Lipaja Business
Centre （１２．５平米、リエパーヤ経済特区内） Alnida Industrial Park （４．５平米、リエパーヤ経済特区内） Aizkraukle Industrial Park （２．１平米、アイ
ズクラウクレ在） ?
?
（コスト） 平均賃金（税込み月給）??? ８５９EUR(２０１６年) 熟練工（税込み月額）?????? ５００−８５０EUR 技術者（税込み月給）
?????? ７００−１５００EUR 社長（税込み月給）?????????? １５００−７０００EUR ?
法定最低賃金???????????????????? ３８０EUR（２０１７年１月１日現在）
社会保障負担率????????????????? 給与の３４．０９％（雇用者２３．５９％、被雇用者１０．５％） ?
（地価・事務所借料、平米当たり月額EUR） 事務所??? （
借料、リーガ）????????????? ６−１５ ??????????????????????????? 不動産の購入価格（平米EUR） 工業用地所（GREEFIELD、リーガ郊外） １０−３０ ?
工
業用地借料（平米EUR）???????????? ３−５???
事務所借料（平米EUR）??????????????? ６−１６ 駐在員用住宅 借料（月額）???????????????????? リーガ中心部
の外国人用２寝室アパートは７００―１、５００ＥＵＲ程度であるが、アパートのある地域、広さ、設備、パーキング場の有無等により大きな開きがある。地方の家賃は
リーガの半額程度である。 ?
（通信費） 電話架設料（業務用）?????? ２３．４１EUR（Lattelecom） 電話使用料・一般月額?????? ４．３１−９．８１EUR（
Lattelecom） ?????????? 業務用月額???? ８．５４―２３．２１EUR（Lattelecom） 国際通話????????????????????????????????????????? ０．００１９９−０．６４
１３EUR 詳細は以下によられたい。 https:www.lattelecom.lv/biznesam/pakalpojumi/talrunis/tarifuplani/pamata-tarifi 携帯電話加入料月額?????????? ＬＭＴ
無料 同基本料金（月額）???????????????????????? ２．００−６０．００EUR（Lattelecom） 同使用料??????????????????????????? 使用形態により異なる。 ?
（電気料金）
産業用電気料金????????????????? エネルギー公社（電話３７１−８０２０４００に電話乞う） ?
一般用電気料金（１ＫＷ、付加価値税込み） 年
間使用量等により異なる。 ?
産業用水道料金????????????????? １．５５EUR（１立方メートル、付加価値税を含む） 一般用水道料金????????????????? 上記に同じ
。 ?
（ガス料金、１立方メートル、付加価値税を含む） 一般用 （年間使用量が５０１−２５０００立方メートルの場合） ０．３９８８８EUR。 ?
産業用 ３
７１−６７０４１８１８に電話乞う。 ?
乗用車（税込み） 小型乗用車価格????????????????? １４，９００EUR（Toyota Corolla） （１６００ｃｃセダン） 中型
乗用車購入価格?????????? ４１，２６１EUR (VOLVO ＸＣ６０) （２．４Ｌセダン、ディーゼル）???
?????????????
レギュラーガソリン価格??? １．１０７―１
．１４４EUR（１Ｌ） （Ａ−９５Ｅ） ?
（税制） 法人所得税（％）????????????? １５％ 個人所得税（％）????????????? ２３％（所得に関係なく一律） 付加
価値税（％）????????????? ２１％（医薬品、幼児用品、図書等一部の出版物、水道料金、暖房料金等は１２％） 社会保障掛け金????????????????? 雇用者２３．５９
％、被雇用者１０．５％ 日本への利益の送金課税??? ２％−１５％ ロイヤリテイー送金課税 １５％ ?
上記の諸情報、関連情報に関するご質問は下記にお願い致
します。アリナ嬢は日本語が堪能です。 （１）郵便番号１５０−００４７ 東京都渋谷区神山町３７番１１号プリマヴェーラ神山Ａ号室
駐日ラトビア共和国大使館
ラトヴィア投資開発公社日本代表
アリナ・アシェチェプコワ(Alina Ascepkova) 電話：????????????????? ０３−３４６７−６８８８ ファックス：?????? ０３−
３４６７−６８９７ Eメール：?????????? jp@liaa.gov.lv ??????????????????????????? Alina.ascepkova@liaa.gov.lv 携帯電話：?????????? ９０８０―００１２
―１３ ? （２）ラトヴィア投資開発公社（Investment and Development Agency of Latvia） Perses Street 2, Riga LV-1442, Latvia 日本コーディネーター長塚
徹（Toru Nagatsuka） ファックス：?????? ３７１−６７０３−９４０１ Ｅメール：?????????? toru.nagatsuka@liaa.gov.lv ホームページ：??? www.liaa.gov.lv
?
?
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