
46,842 
2020年に新規 

商業登記た企業数

主要データ

出典：ifj.ch 、 2021

会社設立
概要
スイスは世界で最も人気がある企業立地です。2020年、スイスで45,000社以上の企業が
新たに商業登記しました。 企業の設立は、短期間で簡単なプロセスです。 多くの公的機
関や民間組織では、企業にとって適切な事業形態の選定に際して助言やサポートを行っ
ており、起業家を支援しています。起業に必要な条件が全て整えば、2~3週間以内に商業
登録することができます。有料のエキスプレス手続きを利用をすれば5日以内に登記が完
了します。

オフィシャル・プログラム
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出典： Statista、 2021年; ifj.ch
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会社設立の権限保持者
スイスでは基本的に誰でも会社を設立、または、共同経営者として
参加することができます。企業を設立するには、スイスの滞在許可
証を持つ人物が少なくとも一人、関与する必要があります。EU圏の
人々は移動の自由が保障されていることから、スイスでの滞在、労
働が自由にできます。EU圏外からの外国人は長期的なビジネスを
展開するにあたって労働許可と滞在許可が必要になります。

sem.admin.ch > Entry & residence > Labour / Work Permits
Regulations for work and residence permits

会社形態の選択肢
企業の目的やニーズにより様々な会社形態が考えられます。外国
資本の企業には特に下記の形態が好まれています：

• 有限責任会社（GmbH）
• 株式会社（AG）
• 支社

重要データ一覧表や会社形態の詳しい情報などについては、事業
展開ハンドブックの第5章「会社の設立と運営」を参照して下さい。

s-ge.com/handbookforinvestors
事業展開ハンドブック

kmu.admin.ch > Practical knowledge > Setting up an SME  
> Starting your own business > Choosing a legal structure
Choosing the ideal legal form

立地選択
会社を設立するには法定住所が必要です。所在地が未確定の場合
は、弁護士又は公証代理人を通じて登録することができます。

税制は所在地によって異なります。法人税は州によって
11,9 － 21,6  ％が課せられます。

s-ge.com/cantons
立地選択に関する州の経済開発局

s-ge.com/realestate 
理想的な賃貸物件および不動産

s-ge.com/corporate-taxation 
法人税 – 低い税率で魅力的なビジネス拠点

スイス国内には、 多数のテクノロジーパークやスタートアップ・パー
クが用意されています。これらのパーク内では、スタートアップ起業
が、（優遇割引された）オフィススペース、共同インフラ、そして専門
家によるサポートが提供されています。これらの設備は、企業の活
動拠点の選択の際には、大きな意義を持ちます。事業展開ハンドブ
ックの第14章「投資促進」で一覧できます。

swissparks.ch
Association of Swiss Technology Parks and Business Incubator

s-ge.com/handbookforinvestors
事業展開ハンドブック
言語：中国語、ドイツ語、英語、フランス語、イタリア語、日本語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語

会社設立の前に
ビジネスプラン：会社設立の基盤となるもの。どのような手段で
ビジネスアイデアを実現するのか、また、戦略、市場動向、計画案、
資金需要を明記する必要があります。

kmu.admin.ch > Practical knowledge -> Setting up an SME -> Starting your own business 
> First step > A well-planned start-up > Business plan
Business plan guidelines

市場分析と市場調査：ビジネスプランの大切な要素の一つに潜
在的市場に対する市場分析があげられます。市場調査や市場研究
を取り扱う様々な専門機関があり、どのようにすれば製品が市場で
受け入れられるかを調査することができます。

vsms-asms.ch
Swiss Market and Social Research Association 

会社形態の決定と地位の定義：株式会社または有限責任会社を
設立する場合、規則に法的形態、目的、住所、株式資本、株式出資
に関する情報を提示する必要があります。

許可：特定の活動のために許可が必要か、またその他に必要な法
的手続きがないか、自治体、州、国家ごとに確認してください。

bewilligungen.admin.ch
Portal for permits and regulated professions in Switzerland 

命名規則
企業データベースのRegixで、希望している会社名がすでに登録さ
れているかどうか確認することができます。また新規設立又は社
名変更の際には、スイス連邦商標庁にて調査を依頼することをお
勧めいたします。有限責任会社か株式会社の会社形態を選択した
場合、該当の形態を社名と共に記載しなければなりません。個人事
業主の場合は設立者の名字を会社名に含めなければなりません。

regix.ch
Tool for clarifying already assigned names

zefix.ch
Central Business Name Index

ドメイン：可能な限り早期にドメインが使えるかどうかを調べ、登
録することをお勧めします。SWITCH財団は、連邦通信庁との契約
に基づいて「.ch」従属ドメインのドメイン名の付与及び管理をして
います。

www.nic.ch
SWITCH Internet Domains

https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/themen/arbeit.html
https://www.s-ge.com/ja/publication/shiyezhankaihantofutsuku/shiyezhankaihantofutsuku?cmb_route=/en/publication/handbook-investors/handbook-investors&cmb_cid
https://www.kmu.admin.ch/kmu/en/home/concrete-know-how/setting-up-sme/starting-business/choosing-legal-structure.html
https://www.kmu.admin.ch/kmu/en/home/concrete-know-how/setting-up-sme/starting-business/choosing-legal-structure.html
https://www.s-ge.com/ja/zhounojingjizhenxing?cmb_route=/ja/zhounojingjizhenxing&cmb_cid
https://www.s-ge.com/ja/zhounojingjizhenxing?cmb_route=/ja/zhounojingjizhenxing&cmb_cid
https://www.s-ge.com/en/real-estate-top-projects
https://www.s-ge.com/en/real-estate-top-projects
https://www.s-ge.com/ja/publication/fuakutoshito/farenshui-diishuilutemeilidenahishinesujudian?cmb_route=/en/publication/fact-sheet/corporate-taxation&cmb_cid
https://www.swissparks.ch/
https://www.s-ge.com/ja/publication/shiyezhankaihantofutsuku/shiyezhankaihantofutsuku?cmb_route=/en/publication/handbook-investors/handbook-investors&cmb_cid
https://www.kmu.admin.ch/kmu/en/home.html
https://www.kmu.admin.ch/kmu/en/home.html
https://www.kmu.admin.ch/kmu/en/home.html
https://swiss-insights.ch/
https://online-services.admin.ch/service/portal-der-bewilligungen-und-reglementierten-berufe-in-der-schweiz/
https://www.regix.ch/
https://www.zefix.ch/en/search/entity/welcome
https://www.nic.ch/
https://www.nic.ch/


商標保護：連邦知的財産庁は、発明に対して特許を与え、商標や
デザインを登録、保護します。商標が国際的に保護される必要があ
る場合は、国際組織であるWIPOでの手続きが必要となります。

ige.ch
Swiss Federal Institute for Intellectual Property (IPI)

wipo.int
World Intellectual Property Organization (WIPO)

口座開設
まず会社の資本金をスイスの銀行に払い込まれなければなりませ
ん。その銀行は口座開設前に会社設立に必要な資産証明を発行し
ます。手数料：150スイスフランから400スイスフラン。

swissbanking.org > Topics > Information for bank clients
FAQ on the subject of account opening

商業登記
登記申請者は商業登記の際は、署名証明書付きの申請書類を提出
する必要があります。登録手続きのガイドラインは会社法、特に商
業登記規則によって管理されています。これらの情報は公的に入
手可能です。

shab.ch
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

商業登記の手続きをするには署名証明書が必要になります。これ
により署名者の身分を間違いなく証明することができます。署名証
明書は公証人役場または商業登記所、一部の市町村役場にて受け
付けています。

schweizernotare.ch
Swiss Notary Association

sav-fsa.ch
Swiss Bar Association

株式会社や有限責任会社のような会社形態の場合は、会計監査が
義務づけられています。

expertsuisse.ch
Auditor and tax experts

treuhandsuisse.ch
Swiss Trustee Association

追加措置と義務
付加価値税：企業の付加価値税支払い義務およびその税率は、様
々な要素に依存します。基本的には、年間総売上高10万スイスフラ
ン以上の企業はスイスで付加価値税を納税する義務があります。

estv.admin.ch > Value-Added Tax Radio and TV fee > Services VAT
Value-Added Tax (VAT)

s-ge.com/vat
Value-Added Tax

会計記録義務：有限責任会社または株式会社の登録に伴い、企業
には会計記録義務が課せられます。これに伴う費用は、設立日まで
に登録できます。2年連続で総資産、売上高、フルタイム労働者が
一定規模を上回る場合、有限責任会社及び株式会社には法律に基
づいた適正な会計報告が必要になります。それ以外の場合は、限
局的な会計報告で済まされますが、従業員が10人未満で全株主が
同意した場合は会計報告を行う必要が全くありません。

老齢·遺族年金（OASI）身体障害保険（DI）短期無収入補償
（EO）：老齢·遺族年金保険OASIは高齢者と遺族の基本的生活を
保障します。身体障害保険DIは身体障害者を財政支援します。短
期無収入補償EOは徴兵、民間防衛、軍属の任務による収入の一部
を補うものです。これらの保険は労働者と雇用主の掛け金及び国
家財政によって賄われています。

ahv-iv.ch
AHV/IV

bsv.admin.ch
Federal Social Insurance Office

kmu.admin.ch > Pracitcal knowledge > Personnel > Personnel management > The employ-
er’s obligatoins > Social insurance
Social insurance

補償基金：雇用主と被保険者によるOASI及びDIの掛け金から年
金が支払われます。

ausgleichskasse.ch
Overview of cantonal compensation funds in Switzerland

厚生年金：厚生年金はOASIDIと同様に退職後の生活水準を維
持することを目的としています。厚生年金は年金基金を通じて管理
され、雇用主と労働者の掛け金で賄われています。そのうち、雇用
主は50  ％以上を負担しています。

障害保険（UVG）：スイスでは傷害保険に加入することが義務付
けられています。スイス傷害保険機構（SUVA）が管理しています。
これに対し、所得保障保険などオプションの医療保険及び労災保
険はほとんどの産業で任意制です。

suva.ch
Accident insurance

労災保険：基本的には、企業はどのリスクに対して保険をかける
かを決めることができます。産業によって異なりますが、どの項目
に保険をかけるべきかを明確にすることが重要です。

損害賠償保険：損害賠償保険は事業主あるいは代理人、従業員
が第三者に加えた損害を補償します。この保険の加入は義務では
ありませんが、加入が奨励されています。

kmu.admin.ch > Practical knowledge > Setting up an SME  
> Starting your own business > Insurance
Insurance
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https://www.wipo.int/portal/en/index.html
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https://www.swissbanking.org/en/topics/information-for-private-clients/useful-information?set_language=en
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https://www.s-ge.com/en/value-added-tax-vat
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https://www.ahv-iv.ch/en/Contacts/Cantonal-compensation-offices
https://www.ahv-iv.ch/en/Contacts/Cantonal-compensation-offices
https://www.suva.ch/en/the-suva/about-us/suva
https://www.kmu.admin.ch/kmu/en/home/concrete-know-how/setting-up-sme/starting-business.html
https://www.kmu.admin.ch/kmu/en/home/concrete-know-how/setting-up-sme/starting-business.html
https://www.kmu.admin.ch/kmu/en/home/concrete-know-how/setting-up-sme/starting-business.html


設立費用
株式会社の設立費用には、さまざまな手数料が含まれ、費用も案
件の内容に応じて金額が変動します（有限会社の場合、手数料や
コンサルタントにかかる費用は、株式会社よりも若干安くなりま
す）。

官公庁
State Secretariat for Economic
Affairs SECO
seco.admin.ch

Federal Tax Administration
estv.admin.ch

SME portal of the Federal 
government
kmu.admin.ch

Online counter for efficient
company founding
easygov.swiss

協会、ネットワーク
Startup portal
startups.ch

IFJ Startup Support
ifj.ch

Foundation platform 
Canton of Zurich
gruenden.ch

Company foundation
Greater Geneva Bern Area
ggba-switzerland.ch

Company foundation
BaselArea.swiss 
baselarea.swiss

Association of Swiss technology 
parks and startup incubators
swissparks.ch
Swiss Bar Association
sav-fsa.ch

Swiss certified auditors and tax and 
fiduciary epxerts
expertsuisee.ch

Swiss Institute of Certified 
Accountants and Tax Consultants
treuhandsuisse.ch

出版物
UBS resources for company foun-
dation
ubs.com

S-GE資料
事業展開ハンドブック 
www.s-ge.com/
handbookforinvestors

経済活動拠点としてのスイスに関す
るその他分野のファクトシート
www.s-ge.com/factsheets

連絡先と追加情報

Switzerland Global Enterprise
T +41 44 365 51 51 | invest@s-ge.com | s-ge.com/invest

無料で相談にお応えします
欧州への事業拡大を計画しており、欧州本部の拠点をスイスに設置する可能性もお
考えですか？ スイス・グローバル・エンタープライズ（S-GE）では、無料でお客様の相
談に対応し、スイスへ進出するプロセスをサポートいたします。 S-GEは、お客様を適
切な州の経済促進局に直接おつなぎします。これにより、余計な事務手続きを省きな
がら、現地の税務や不動産などの専門家とのネットワークを確保できるようになりま
す。

こちらまで、ご連絡ください: s-ge.com/invest
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設立費用
CHF

株式会社AG
本金 100,000+
コンサルティング  1,000 – 4,000
立件数 800 – 2,500
法人登記手数料 600
手数料 1 %本金1,000,000CHF上の企業が    

有限任会社GmbH
本金 20,000+
コンサルティング  600 – 2,000
立件数 700 – 2,000
法人登記手数料 600
手数料 1 %本金1,000,000CHF上の企業が

出典： EasyGov.swiss、 2021年
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