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は じ め に 

オーストラリアは広大な国土と豊富な天然資源を有し、今後とも日本及び各国

に対する資源の安定供給国として、投資機会を提供していくと考えられます。本書

は、オーストラリアへ資源関連の投資を行う方に対して、オーストラリアの鉱山業

に関する税制とその他の関連事項の概要を説明するものです。当事務所は、｢オー

ストラリアの税制概要｣という冊子も出版しており、本書のご利用に際しては、｢オ

ーストラリアの税制概要｣との併読をお勧めします。 

本書は、その性格上概要を述べたものであり、個々の事案について具体的指針

を与えるものではありません。また、主として、2005 年 6 月現在で入手した情報を

基礎としています。更に、オーストラリアでは、2000 年に始まったビジネス税制改

革が進行中であり、今後税制が部分的に変わる可能性に留意ください。 

本書に書かれている事項についてのお問い合わせは、日系企業担当パートナー

の八郷泉、または下記までご連絡ください。 
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1 エグゼクティブ・サマリー  
 

 この小冊子は、オーストラリアにおける鉱山業及びエネルギー産業の税務一般を解

説している。下記は本書の重要事項を要約したものである。 

・ 一般鉱業を行うための免許または鉱業権の主なものは、立入許可 (Authorities to 
Enter)、探鉱免許または許可 (Licences or Authorities to Prospect)、鉱区権または採

鉱権 (Mining Tenements or Claims) である。 
・ 一般鉱業及び石油鉱業にとり も一般的で利用度の高い企業形態は、法人格を持

たない共同事業  (Unincorporated Joint Venture) である。パートナーシップ 
(Partnership) または会社形態も利用されることがある。 

・ 外国資本が、総資産５千万ドルを超える会社を買収、または総投資額１千万ドル

を超える新規事業を開始する場合には、外資審議会 (FIRB) の認可が必要である。 
・ 適格配当 (Franked dividends、オーストラリア法人税を納付後の利益から行う配当) 

が非居住者に支払われる場合は源泉税の対象にならない。非居住者に送金される

その他の配当は、30％の源泉税の対象となる。但し、国際的二重課税排除に関す

る租税条約の下では通常 15％に軽減されている。日豪条約も 15％である。 近

交渉された条約（例：米豪間、英豪間）には、源泉税率が 5％またはゼロまで軽

減されているものもある。 
・ 外国資本の割合が高い企業は、借入金利息の控除について、オーストラリアの過

少資本規制により支払利息及び他の借入金に関する控除が制限されるかどうかに

留意する必要がある。 
・ 総売上及びその他の収入は、発生 (derive) した時点で益金に算入する。 
・ 事業を行う上での収益的費用 (Revenue expenses) は、基本的に損金に算入するこ

とができる。 
・ 鉱業会社が支出する費用の多くは資本的性格を持ち、資本的支出特別控除の規定 

(Capital Allowance provisions) が適用される。 
- 鉱業及び石油会社の探鉱費・試掘費は直ちに控除できる。機械装置等の減価

償却資産については、減価償却により控除を行う。 
- サイト開発及び採掘・処理施設及び輸送施設建設等に係わるその他の資本的

支出についても、時の経過に基づく特別控除が可能である。 
- 原状復旧作業及び環境影響調査に係わる支出も、特別控除が認められる。 

・ 鉱業権を売却する場合には、減価償却及びその残高調整規定、キャピタルゲイン

税に留意する必要がある。 
・ 鉱業活動を行う場合には、その他の租税公課及び税額控除等についても配慮する

必要がある。 



 

 

kpmg  
オーストラリア鉱山業の税務

2005 年 8 月

2 

2 鉱業 

2.1 鉱物の管轄と所有権 

オーストラリアにおける鉱物及びエネルギー資源の管轄権は連邦政府と州政府に分

轄されている。これらの資源についてどちらの政府が管轄権を持つかを判断するため

には、その資源の所在位置を定める必要がある。その資源の所在場所が、ある一つの

州または特別地域の内にあるか、あるいはオフショアにあるかによって、考慮すべき

事項が違ってくる。 

オーストラリア憲法は、各州の境界内に存在する鉱物及びエネルギー資源について、

連邦議会が管轄権を持つことを認めておらず、従ってそれらに関する立法権は各州に

ある。しかしながら、連邦議会は、鉱業及びエネルギー産業の運用分野において、事

実上数々の権限を持っている。 
各州の鉱業に関する憲法上の責任は、各州政府にある。北部特別地域内の鉱物に関

しては特別地域政府が責任を有しているが、ウランその他の核物質の採鉱は、連邦政

府が事実上管轄している。オーストラリア首都特別地域の鉱業については、連邦政府

が管轄責任を持っている。 
所有権について概括すれば、各州または特別地域が、未譲渡の公有地 (Crown Land) 

と私有地の区別なく、それぞれの地域内に存在する鉱物の所有権を有している。この

原則に対する例外は、極めて少ない。 

2.2 法令の運用 

各州あるいは特別地域内の鉱物に関しては、様々な種類の免許、採鉱権、その他の

鉱業権がある。これらの名称は、各州または特別地域によって異なるが、一般的にそ

の性質と意味するところは殆ど同じである。 
・ 立入許可 (Authorities to Enter)、採鉱免許または許可 (Licences or Authorities to 

Prospect) 
これらはその保有者に、土地の調査と探鉱、検査目的で限られた量の鉱物を抽出

する権利を与えられている。しかし、探鉱は許されていない。私有地の場合には、

その所有者から補償金の支払を求められるのが普通である。申請人は、鉱業者権

(miner’s right)を保有していなければならず、これはその保有者に各州の鉱業関連

法規を遵守させるための免許に他ならない。 
・ 鉱区権または採鉱権(Mining Tenements or Claims) 

これらは、その保有者に実際に採鉱する権利を与えるものである。これらの権利

は、長期（10 年から 21 年の間で各州、特別地域により異なる）に亘って保持す

ることができ、また広範な更新の権利が付いている。リースの場合は、賃借人は

採掘した金属と鉱物に対するロイヤルティー及びリース料を支払わなければなら

ない。 
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3 石油産業 
 
オ－ストラリアの各州と特別地域は、それぞれの境界内における石油の探査と採掘に

関する立法を行なっている。 

3.1 オンショア (On-shore Areas) 

一般的に、オ－ストラリアの各州と特別地域内に存在する石油資源は全て、公有の

財産(Property of the Crown)であり、従って、政府の所有並びに管理の下に置かれている。

探鉱調査と石油生産を行なうには、それぞれ別の許可が必要である。 
・ 探査許可 (Exploration Permit) 

この許可は、その所持者に、許可された期間内に指定区域内の石油資源の探査を

独占的に行なう権利を与えるものである。探査権には、空中磁気調査、地質学及

び地球物理学上の調査と、通常探査油井を掘る権利をも含んでいる。 
探査許可は、オ－ストラリアの各州または特別地域によって、その名称、当初の

許可期間と更新期間、 大探査区域、撤回条項、申請方法、支出条件がそれぞれ

異なる。 
・ 生産許可 (Production Permit) 

ニュ－サウスウエ－ルズ州とビクトリア州以外の州と特別地域では、探査許可の

所持者は、その探査許可区域内で発見した石油に関する生産免許を申請して交付

を受ける法的権利を持っている。ニュ－サウスウエ－ルズ州とビクトリア州にお

いては、生産許可を自動的に取得できる権利はないが、事実上取得できるのが普

通である。生産許可は、探査許可に比較して限定された区域について与えられる

が、その有効期間は長い。生産許可は生産活動全般を範囲とし規制の対象として

いる。 

3.2 オフショア (Off-shore Areas) 

連邦議会制定の法律が、オ－ストラリアの全海岸線沖合区域に適用される。この法

律の下では、各州政府と北部特別地域政府は、それぞれの領域内の海岸線から沖合 3 
マイル以内の区域について完全な管轄権を持っている。3 マイル区域の外の大陸棚につ

いては、州政府あるいは北部特別地域政府と連邦政府が合同の管轄権を持っている。

ティモール海の共同石油開発区域は、オーストラリアと東ティモールとの間の協定に

基づく。 

3.3 探査許可申請 － オンショアとオフショア 

 
石油探査許可申請の方法は、各州または北部特別地域によって異なるが、およそ下記
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四つの内いずれかによって行うことが出来る。 
・ 探査未許可区域を管轄する大臣または指定官庁へ直接申請する。予定する探査作

業計画書に、申請者の財務及び技術に関する真正な資料を添付する。 
・ 官報または業界誌に広告された区域に応札する。 
・ 既存の許可に対してファ－ムインを申請する。 
・ オフショア－探査区域にキャシュ・ビッディング（現金入札）を行なう。 

探査許可には、環境に与える影響を 小限にとどめ、且つ探査終了後には作業区域を

原状に復旧させるための厳しい条件が付されている｡ 
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4 事業形態 
 
オーストラリアにおいて、一般鉱業及び石油鉱業遂行のために も一般的で且つ望

ましい事業形態は、Unincorporated Joint Venture（法人格を持たない共同事業）である。

その他の形態としては、ジェネラルパートナーシップ、リミティッドパートナーシッ

プ、ユニットトラスト、有限責任会社がある。ここでは、 も頻繁に利用される事業

形態、即ち Unincorporated Joint Venture の主要な特徴を述べると共に、鉱業には比較的

利用されないジェネラルパートナーシップ、リミティッドパートナーシップ、有限責

任会社会社（法人格を持つ共同事業）についても言及する。 

4.1 Unincorporated Joint Venture（法人格を持たない共同事業） 

Unincorporated Joint Venture について論じる時には、事業または収益の分配が共同参

加で行われているかどうかを考慮する必要がある。なぜなら、オーストラリア税務当

局は、そのような共同参加が行われている場合、その事業形態を所得税法 1997 年の適

用上税務上のパートナーシップと見なす虞があるからである。 
オーストラリアの一般鉱業及びエネルギー産業に於ける典型的な Unincorporated Joint 

Venture では、事業参加者は、探鉱、採鉱、油井または油田の開発及び生産のコストを

各自の権益割合に応じて個別に分担する。更に、事業参加者間ではジョイントベンチ

ャーにおける権益割合に応じて生産物を引き取る契約を結んでいる。ジョイントベン

チャーの参加者は、各々に分配された生産物の販売を、各自で取り決めなければなら

ない。共同販売契約を結ぶことは勧められず、またそれを避けるのが通常である。し

かし乍、各参加者が一つの販売会社と個々に代理店契約を結んだり、各参加者が各々

の取分の生産物を一つの販売会社に売却することもある。この販売会社は、ジョイン

トベンチャーの生産物のマーケティングを行う。 
ジョイントベンチャーの各参加者は、各々の持分について共有 (Tenant in Common) 

として各自の権利を持っている。各参加者は、資本的支出に関する税法上の様々な特

別控除の優遇措置や選択の特典を、各々独自に利用することができる。 
Unincorporated Joint Venture の参加者についてジョイントベンチャーに係る諸控除に

より税務上の欠損金がでた場合、その参加者が行っている他の事業のオーストラリア

所得と相殺するように処理することができる。 
ジョイントベンチャーの契約では、マネジャーまたはオペレーターを選任して、事

業の管理、並びに事業参加者からの拠出金 (Cash Calls) の徴収及びジョイントベンチャ

ー事業運営に要する全ての支出を監督させるのが通常である。多くの事例で、共同運

営に関する標準契約書が用いられている。 
Unincorporated Joint Venture を論じる場合、事業への共同参加であるのか収益の共有

であるのかを検討することが重要であり、Unincorporated Joint Venture は一般法上パー
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トナーシップでなくても、税務当局はこのことで事業形態が税務上パートナーシップ

に該当するかどうかを判断する。 

4.2 Partnership（パートナーシップ） 

パートナーシップは、鉱業を営むための事業形態としては一般的でない。これには

以下の数々の理由がある。即ち、パートナーシップ参加者は連帯且つ単独で責任を負

うこと、各パートナーはパートナーシップを終結しない限り各自の持分を処分できな

いこと、パートナーシップが行った決定に全てのパートナーが拘束されること、そし

て も重要な理由は、パートナーシップが共同で取得した全所得を基に各パートナー

が課税されることである。 
「パートナーシップ」は、税法上「パートナーとして事業を行う、あるいは共同で

収益を受け取ることを目的とする人的組織、但し、会社を除く」と定義されており、

一般法による定義である「パートナーシップは、利益を目的として共同で事業を営む

人々の関係が存在するところに存在する。但し、法人格を持つ会社は含まない」とい

う規定と比較してその範囲が広い。従って、ジョイントベンチャーは、一般法の下で

はパートナーシップに該当しなくても、税法の定義の下ではパートナーシップとして

捕捉されることがある。 
従って、オーストラリアの一般鉱業及びエネルギー産業では、税務上パートナーシ

ップと見なされないようにジョイントベンチャー形態を組成することが、より一般的

である。 

4.3 Limited Partnership（リミティッドパートナーシップ） 

有限責任のパートナーシップの設立を認める法律が多くの州で施行されている。こ

のパートナーシップは若干の追加的特徴を持つだけで、普通のパートナーシップと同

様である。このパートナーシップは、 低一名の無限責任社員(General Partner)と、任

意数の有限責任社員(Limited Partners)で構成される。無限責任社員は、パートナーシッ

プの債務と義務に対して無限の責任を負い、且つパートナーシップ経営について独占

的権利を持つ。有限責任社員が持つパートナーシップの債務と義務に対する責任は、

各々が出資した金銭または資産の額を限度とする。この事業形態は鉱山業界では一般

的ではない。 

4.4 会社形態 

会社形態は、一般的には、鉱山が単一所有者の場合に使用される。所有者が複数の場

合には、会社は当該共同事業の参加者であるか、またはノーライアビリティ会社であ

る。 
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5 投資の意思決定 

5.1 外資審議会 (FIRB) の承認 

オーストラリアへの投資は、外資審議会 (Foreign Investment Review Board) によって

管理されている。既存の鉱山事業の買収または新規鉱山事業の設立に関する承認申請

においては、経済的恩恵を明示する必要がある。 
外資による既存または新規鉱山事業への投資に関しては、一定の投資額を超える事

業を申請するには事前の承認が必要であり、従って外資審議会への通知が必要である。

以下がその条件である。 
・ 全ての既存事業について重要な利権の買収額が 5 千万ドルを超えるもの 
・ 新規事業の設立で 1 千万ドル以上のもの 
・ オフショア事業の買収で 5 千万ドル以上のもの 

5.2 利益送金 

オーストラリアの法人所得税納付後の剰余金からの配当は、適格配当  (Franked 
Dividend) とすることができる。配当が適格であれば、非居住者である株主に支払われ

る配当には配当源泉税は課されない。 
非居住者である株主に、（適格でない）配当による利益送金をする場合、一般的に

一律 30％の配当源泉税がオーストラリアにおいて課される。オーストラリアが二重課

税排除に関する租税条約を締結している国の居住者に配当金が支払われる場合は、源

泉税率は通常 15％に軽減されている。しかし近年の傾向としては（例：米豪間、英豪

間の条約）源泉税率は 5％、一定の条件を満たす場合には 0％に軽減されている。 

5.3 移転価格 

所得税法 1936 年のディビジョン 13 は、関連会社間の移転価格メカニズムを通して利

益をオーストラリアから移転することを規制する特別の条項である。「移転価格」と

は、関連者間で、財またはサービスを国境を超えて移転させる場合の財またはサービ

スの価格のことである。この語義は、必ずしも利益の移転を意味するものではない。 
この条項は、下記の取引に関して独立企業間 (Arm’s Length) 基準を課している。 
・ 国際間契約に基づく財またはサービスの供給または取得 
・ 国際的組織の内部取引 
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5.4 過小資本規制 Thin Capitalisation 

オーストラリアの過小資本規制は、外国資本が支配するオーストラリア企業及び外

国資本の恒久的施設等に適用され、一定の負債資本比率を満足しない場合に利息等控

除 (debt deduction) を制限するように機能する。 
外国資本に支配されているかどうかの判断基準は、5 人以下による 50％以上の支配

があることである。借入額が控除限度借入額以下であれば、利息等は全額控除できる。

超過借入がある場合は、その超過割合に応じて利息等控除が否認される。控除限度借

入額は、概ね、一般の会社について負債資本比率 3 対 1（調整後資産の 75％）、また

は特定の金融機関について 20 対 1 である。ここで云う借入金とは全ての借入金のこと

であり、国外関連者からの借入金に限定されない。 
アームスレングス借入テスト (arm’s length debt test) を満足すれば、さらに多額の借入

金について利子等控除が認められる。 
過小資本規制の適用に際し、税法上の新しい借入/資本ルールが適用される。借入か

資本かに区別する際に、形式よりも実体を優先するアプローチを採用している。 
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6 鉱山業の税務 

6.1 はじめに 

オーストラリアでは、憲法上、連邦政府だけが所得に課税する権限を有している。

所得税に関する主たる法律は、所得税法 1997 年 (the Income Tax Assessment Act 1997) で
あり、財務省の下で国税庁 (the Australian Taxation Office) が執行している。 

所得税法により、納税者は課税年度に取得した課税所得に対し納税義務がある。課

税所得とは、基本的に、益金から損金を控除した額である。 
益金を規定する主要な条文は、税法の Section 6-5 である。この Section では益金は、

居住者の場合、オーストラリア国内外の全ての源泉から生じた総収入と規定している。

非居住者の場合の益金は、Section 6-10 の規定により、オーストラリア源泉の収入のみ

である。 
資本的収入と収益的収入には明確な区別がある。資本的収入、例えば販売用資産で

ない資産を売却する取引、には税法の Section 6-5 は適用されず、むしろキャピタル・

ゲイン税の範疇となる。所得税法中のキャピタル・ゲイン税の規定については後述す

る。 
損金に関する主要な規定は Section 8-1 である。この規定により、益金を得るために

または益金を得る目的の事業を遂行するために発生した全ての費用及び損失について

損金算入が認められる。資本的支出または個人の私用や家計のための支出、あるいは

非課税所得を得るために生じた費用は、当該 Section の下では損金算入を認められない。

しかし、資本的支出特別控除の規定が、鉱山業の資本的支出の大部分について控除を

認めている（6.2.項を参照）。本冊子の末尾に、当 Section 及び他の Section の下で、損

金算入が認められる費用についての一般的なチェックリストを参考資料として添付し

ている。 
鉱山会社に発生する費用の多くは資本的性格であるので、その主要な支出には所得

税法の一般規定は適用されない。このような支出については、資本的支出控除の規定

が適用される。この資本的支出控除の規定には、「減価償却資産」についての一般規

定の他、探鉱、試掘、一般的な採鉱、石油生産及び鉱物の輸送についての特別規定が

ある。これらの特別規定は、オーストラリアで鉱山業を営む目的による探鉱、実際の

鉱業生産または鉱物の輸送を行う納税者に生じた支出の税法上の損金算入について規

定している。これらの一般規定及び特別規定について、以下詳述する。 
税務上の欠損金は、ある所得年度の損金（繰越欠損金を除く）の額がその年度の益

金の額と純非課税所得金額の合計を超えた場合に生じる。 
国内の税務上の欠損金がある年度に発生した場合、その欠損金を繰り越して翌年度

以降の課税所得から控除することができる。国内の税務欠損金は、それが利用される

まで無期限に繰り越すことができる。 
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会社の場合、欠損金の繰越は、その法人が「株主継続性 (Continuity of Ownership)」
または「事業継続性 (Continuity of Business)」のテストを満たすことを条件としている。

現在これらのテストの見直し及び事業継続性テストを特定の場合には廃止する改正が

提案されている。 

6.1.1 連結納税 
 
歴史的には、所有関係が 100％共通の居住グループ会社の間では、一定の税法上の要

件を満たす場合、税務欠損金を会社間で移転することが可能であった。しかし、2002
年 7 月 1 日に連結納税制度が導入されたことを受け、欠損金移転規定は廃止された。連

結納税制度の下では、オーストラリアの持株会社や親会社は連結納税を選択すること

ができ、この場合オーストラリアの 100％子会社全てを含むグループが単一の納税単位

となる。この制度の下では、各子会社の繰越欠損金は、連結納税グループ組成時に親

会社へ移転することができ、（一定の制限の下）グループの課税所得と相殺される。 
連結納税グループ内のメンバー同士間の取引は税務上は通常無視され、資産を税務

上の影響なしでメンバー間で移転することも可能である。 
連結納税グループへの参加の際には、ある程度の作業が必要となり得る。何故なら

ば、参加時に資産の税務上原価を再設定 (reset) することが可能な場合があるからであ

る。税務上原価の再設定は、例えば鉱業権のような資産の税務上原価を増加させるこ

とができた場合、多大な税務上の便益を生むことになる。しかし、このような影響度

は会社・グループによって差があるため、個別に詳細な専門的アドバイスを求められ

ることをお勧めする。 

6.2 資本的支出の優遇措置 

オーストラリアにおける鉱業の資本的支出が優遇措置の適用を受けるか否かの判定

に際しては、一般に、当該支出が以下のどのカテゴリーに該当するかを判定する必要

がある。 
・ 探鉱及び試掘 
・ 機械装置、備品等の減価償却資産 
・ その他の特別控除可能な資本的支出 
生産活動は収益的性格であるので、上記の Division は適用されず、所得税法の一般規

定が適用される。 

6.3 探鉱費 

規定の鉱業活動に基づく産出可能な鉱物 (石油を含む) 調査のために発生した探鉱ま

たは試掘費用は、その費用が発生した年度に全額損金算入が認められる。ただしその

ためには、納税者が鉱業を行っているか、実行する計画を有しているか、あるいは規
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定の鉱業活動に基づく産出可能な鉱物の探鉱または試掘を含む事業を行う上での費用

が発生していなければならない。 
「鉱業活動」とは、広義で、鉱物を天然のサイトから生産するために行う鉱山での

活動のことを指す。 
探鉱または試掘とは、以下の項目を含む。 
・ 地質学的測量、地球物理学上の調査、鉱物や採石物を含有する地域の組織的調査、

及び地域内のドリリングまたは他の方法による鉱物の調査 
・ ドライブ、シャフト、クロスカット、ウインズ、ライズ、ドリリングによる鉱石

または鉱脈の近辺の調査 
・ 鉱物や採石物が発見された場合の経済的効果を評価するためのフィージビリティ

調査、及び 
・ 鉱物や採石物を含有する地域の探索及び評価に関連する、採鉱、採石、及び試掘

に関する情報収集 
 

6.4 減価償却 

減価償却による控除は、機械装置や備品等の減価償却資産に対して認められる。減

価償却資産とは、有限の耐用年数があり、また使用の継続に伴いその価値が減少する

ことが合理的に予想されるような資産と定義される。土地、棚卸資産、及び多くの無

形固定資産は減価償却資産から除かれる。しかし乍、採鉱、採石、及び試掘に関する

権利及び情報は、無形固定資産でありながら、減価償却資産に含まれる。 
一般的に、減価償却は定率法 (diminishing value method) で計算されるか、または納税

者の選択により定額法 (prime cost method) で計算される。 
定率法の償却率は定額法の償却率の 1.5 倍である。減価償却額は、資産の耐用年数に

よって異なる。納税者は国税庁長官によって定められた耐用年数を採用するか、ある

いは自己査定した耐用年数を採用することができる。減価償却資産の耐用年数は、資

産が良好な状態で維持されており、しかし使用に伴って合理的に摩滅、損耗が生じる

という前提に基づいて見積もらなければならない。 
少額の減価償却資産（1,000 ドル未満）についても規定があり、資産をプールし、プ

ールされた額を基に減価償却を計算する。 
探鉱のために初めて使用される減価償却資産は、初年度に全額を控除できる。 

6.4.1 減価償却残高調整 (Balancing adjustments) 

減価償却資産が売却、廃却、破壊、紛失または譲渡された場合、過年度減価償却費

について修正が必要である。固定資産の売却等による対価が減価償却後の固定資産の

簿価を下回る場合には、差額は売却等を行った年度の損金に算入することができる。

逆に、売却額が簿価を超過する場合には、超過額を益金に算入しなければならない。 
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6.5 サイト開発、採掘・処理施設及び輸送施設の建設に係わる鉱
山業の資本的支出 

資本的支出の中で上述の減価償却資産に該当しないものには、プロジェクトプール規

定に基づく控除が適用される。そのような資産に関しては、下記の式のようにプロジ

ェクトの残存年数に基づいた定率法により控除が認められる。 
 

プールされた資産額 X 150％ 
プロジェクトの残存年数 

6.5.1 プロジェクトの残存年数鉱山業の資本的支出 

プロジェクトプールに含むことができる鉱山業の資本的支出には以下の項目がある。

（ただし通常の減価償却による控除に該当するものを除く。） 
・ 鉱業活動において発生した下記費用 

- 鉱業活動のためのサイト整備 
- 鉱業活動上必要な建物、改良工事 
- 鉱山で使用する水道・電気・通行・通信施設への拠出金または負担金 
- 従業員用の鉱山に隣接する社宅及び福利厚生施設 

・ 鉱業活動により得られる鉱物の輸送のために主に使用される輸送施設（鉄道、道

路、パイプライン、港湾施設等） 

6.5.2 特別控除 

特別控除可能な資本的支出が発生した納税者は、その支出の対象であった資産が譲

渡、紛失、破壊等により消滅した後には控除は認められない。しかし乍、未控除の資

本的支出額については、資産の処分時に調整計算が認められる（下記参照）。 

6.6 特別控除の対象となるその他の支出 

6.6.1 原状復旧費用 

鉱業、石油鉱業、採石業のサイトの原状復旧のために発生した費用は資本的支出で

あり、一般的な経費としては損金算入ができない。そのような費用が鉱業活動終了後

に発生する場合もある。しかしながら、鉱業、石油鉱業、採石業のサイトの原状復旧

のための費用は、収益的支出であるか資本的支出であるかを問わず、支出を行った年

度に全額特別控除が認められる。 
特別控除が認められる条件は、特別控除を受けるものが、鉱業、探鉱または試掘、

または付随的な鉱山業活動をそのサイトにおいて既に行っていることである。 
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原状復旧工事は、全く採掘前の状態、または合理的に考えて採掘前と類似する状態

にまで復旧されなければならない。 

6.6.2 環境影響調査費用 

環境影響調査費用は、該当プロジェクトの存続年数に亘って損金算入することが認

められ、前述のプロジェクトプール資産と同様に定率法で計算される。 

プロジェクトがある年度に中止された場合、その年度に支出した環境影響調査費用

は全額その年度に損金に算入できる。 

調査に使用された設備の原価は、税法の通常の減価償却規定に基づき償却される。 

 

6.7 研究開発費 

研究開発活動を行う企業には税務上多くの優遇措置が適用される。一般的に言えば、

研究開発活動とは革新と高度な技術リスクを伴う組織的、研究的、実験的活動であり、

以下の目的のために遂行されねばならない。 
(i) 新知識の取得 
(ii) 新規の材料、製品、意匠、製法、サービスの創造または改良 
優遇措置に基づく控除は研究開発支出の 175％までであるが、大部分の支出について

は 125％までである。 

6.8 キャピタルゲイン税 

一般的に、所得税法のキャピタルゲイン税の規定は、1985 年 9 月 20 日以降に取得さ

れた資産が譲渡された場合に適用される。このキャピタルゲイン税の規定は、ネット

のキャピタルゲインが発生した場合このゲインを課税所得に含めるという規定である。 
キャピタルゲインまたはキャピタルロスは、資産の譲渡対価から取得原価を差し引

いて計算する。1999 年 9 月 21 日以前に取得した資産で当該資産を 1 年以上保有してい

た場合は、資産の取得原価を物価上昇率で調整した修正取得原価を資産の譲渡対価か

ら差し引く。但し、取得が 1999 年 9 月 22 日以降の場合、またはキャピタルロスが生じ

る場合には取得原価の物価上昇率による修正は行わない。 
キャピタルロスはキャピタルゲインとのみ相殺することができ、納税者の他の所得

と相殺することはできない。相殺しきれないキャピタルロスは、将来のキャピタルゲ

インと相殺するために無期限に繰り越すことができる。 
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6.9 鉱業権等の譲渡 

鉱業用資産を譲渡した場合、ある金額を、益金または損金に算入する結果となる。

これは所得税法におけるキャピタルゲイン税の規定、減価償却残高調整規定、または

資本的支出特別控除残高調整規定の適用による。 
2001 年 7 月 1 日以降に取得した資産に関する鉱業用情報のゲインまたはロスは、減

価償却残高調整規定の下の減価償却資産に関するゲインまたはロスと同様に益金また

は損金となる。 

6.9.1 減価償却残高調整－鉱山業及びエネルギー産業の規定 

鉱山業関連の活動に使用されていた資産を紛失、破壊または譲渡した場合、納税者

の課税所得の計算において残高調整を行う必要がある。 
一般に、資産が専ら課税所得を得るために使用されていた資産へ支払われた対価が

その減価償却後の価値を超過した場合、残高調整規定により、この超過額は益金に加

算される。逆に、対価が減価償却後の価値を下回る場合は、差額は損金算入できる 

6.10 鉱業所得に対する課税 

一般的に、鉱物の販売から生じる所得は、他の事業所得と同様に課税される。 

6.11 その他の租税公課及び税額控除等 

6.11.1 印紙税 (Stamp duty) 

 印紙税は、取引価格に対し、固定税率または従価税率により課される、州または特

別地域の税金である。歴史的には、印紙税は特定の取引を証拠付けるために作成され

る文書に課された。しかし、現在では一般的に、文書が作成されるか否かに係らず、

特定の取引に印紙税が課される。印紙税が課される取引としては、土地譲渡、非公開

会社の株式譲渡、またはジョイントベンチャーの権益等の事業譲渡がある。 

6.11.2 石油資源利用税 (PRRT) 

石油資源利用税 (Petroleum Resource Rent Tax) は、オフショア石油プロジェクトから

得られる利益に 40％の税率で課税される税金である。この税金は、プロジェクト単位

で課税される。 
石油資源利用税は、所得税に追加される税金であり、課税収入額（定義あり）から

控除可能支出額（定義あり）を差し引いた超過利潤について課税される。あるプロジ

ェクトにおいて控除可能支出額のほうが多い間は、未控除の支出額は、そのプロジェ
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クトが十分な課税収入を得るまで繰り延べられる。代替的に、利益の出ている他のプ

ロジェクトに、未控除の支出額を移転することもできる 
石油資源利用税は、所得税上、納付した年度に損益算入できる。 

6.11.3 GST (Goods and Services Tax ) 

 2000 年 7 月 1 日より、全ての課税供給及び課税輸入品に課される 10％の GST（付加

価値税）が導入された。GST の導入により、以前にオーストラリアで課されていた卸

売上税は廃止された。 
 GST は多段階課税であり、課税供給を行う登録事業者が納税義務を負う。年間売上

高が 50,000 ドル以上の事業を行っている企業は GST 事業者登録が義務付けられている

ため、ほとんどの事業が GST 登録事業者である。 
 GST 登録事業者は、一般的に購入に課された GST を仕入税額控除することができる。

GST 登録事業者は、GST を仕入税額控除するためにタックスインヴォイスを保管しな

ければならない。 
 GST がゼロレート (GST-free) になるケースは多々あるが、輸出もその一つである。

ゼロレート供給を行う GST 登録事業者は、やはり一般的に購入に課された GST を仕入

税額控除することができる。 
 一般的に輸入品は GST の課税対象であるが、GST 登録事業者はその GST を仕入税額

控除することができる。 

6.11.4 関税 

 オーストラリアに輸入される貨物は全て、輸入時点から貨物が所謂「国内消費 
(Home consumption)」に引き渡されるまでオーストラリア関税局の管理下にある。国内

消費とは、貨物が税関の管理を経てしかるべき輸入手続を完了したことを意味する。 
 鉱山用機材は、輸入に際して税関の管理を受け、オーストラリア関税率表に明記し

てある税率で関税が課される。鉱山用機材の輸入関税は、一般的に 5％を超えない。 
 関税は通常、関税評価額に税率を掛けて課税される。関税評価額は、基本的に輸入

業者と海外輸出業者との契約条件に従って支払われる FOB 価格に基づいて決定される。 

6.11.5 物品税及び使用料 

 オーストラリアの鉱山業の特長の一つとして、数多くの物品税、使用料、その他の

連邦税、州税が課されることが挙げられる。以下は、その例である。 
・ 特定の原油及び液化天然ガスに課税する連邦物品税 
・ オンショア及びオフショアの石油生産に課税する連邦、州、特別地域の使用料 
・ 石炭、金、卑金属等の鉱業生産に課税する州及び特別地域の使用料 
・ 許可料、ライセンス料、登録料等の連邦、州、特別地域政府によるその他の課税 
使用料の取り決めは、州や生産物によって差異がある。 
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6.11.6 源泉税 

 一般的に、源泉税は、居住者から非居住者への利子、使用料及び配当金の支払いに

ついて課税される。 
 配当金について、配当が適格 (franked) である場合、即ちオーストラリア法人税納付

後の利益から効果的に支払われている場合は、源泉税は課税されない。それ以外の配

当金の場合は、一般的に、配当金支払に関して一律 30％で課税されるが、配当の受領

者がオーストラリアと租税条約を締結している国の居住者であれば、税率は通常 15％
に軽減される。近年、英豪間又は米豪間の条約のように、ある条件を満す場合は税率

は 5％または 0％まで軽減されている。税金は、配当金のグロス金額に対して課税され

る。 
一般的に、非居住者に支払われる利子は、オーストラリアでの事業に関連する支出

であれば源泉税の対象となる。通常グロスの利子金額に一律 10％で課税され、租税条

約による税率の軽減措置は 2001 年に改定された豪米条約を除いてない。源泉税が免税

される利子の支払もあるが、ここでは言及しない。 

6.11.7 給与税 

 給与税 (Payroll tax) は、雇用者の給与支給額に基づいて雇用者に課税される州税であ

る。この税金は、雇用者の給与支給額が一定額を超えなければ支払う必要がない。一

般的に、諸手当や現金以外のベネフィットも給与税の計算に際しては、給与と見なさ

れる。 
 雇用者は、従業員が勤務している州で、一定期間の平均給与がその州で定められて

いる一定額を超えた場合、雇用者としてその州に登録しなければならない。 
 給与税の細則及び税率は州毎に異なり、2002 年 7 月 1 日よりクィーンズランド州で

は 4.75％である。免税点である一定額を超えているかどうかを判断する際には、グル

ープ会社の全給与が合計される。 

6.11.8 FBT (Fringe Benefits Tax) 

 FBT は、従業員またはその関連者に供与したフリンジ、ベネフィット（経済的利益

を含む現物給与）の総額について雇用者に課される税金である。FBT の年度は、4 月 1
日に始まり、3 月 31 日に終了する。雇用者は、雇用に関連して従業員またはその関連

者に供与した年度におけるフリンジ・ベネフィットの総額を申告し、その金額に対し

て計算した税額を納付する。2005 年 3 月 31 日で終了する年度の税率は 48.5％である。

納付した税金は、損金算入が可能である。FBT の対象となるベネフィットは、従業員

側で所得税が課税されない。 
 外国からの駐在員に供与される幾つかのベネフィットについては、遠隔地勤務であ

るとして、様々な免除や控除が可能である。 
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6.11.9 年金税 

 1992 年 7 月 1 日以降、政府は、従業員のための法定料率の雇用者負担年金拠出を怠

った雇用者に対して年金税 (Superannuation guarantee levy) を課している。年金とは、従

業員の退職後に備えた積立基金である。2004/05 年度の法定料率は 9％である。 

6.11.10 燃料税額割戻制度 

燃料税額割戻制度は、特定の活動に使用するために購入されるディーゼル油及び他

の燃料について連邦物品税の割戻を規定している。適格な使用には、鉱業（採石業を

除く）、一次産業、及び特定の住居における明示された活動を含む。割戻は税務署を

通じて行われ、2003 年 7 月 1 日以降、鉱業については 1 リットルにつき 38.143 セント

割り戻される。割戻率は、割戻請求提出以前の 6 ヶ月間の平均で計算されるため、毎

月変更され得る。公共道路の使用については割戻は認められないが、ディーゼル及び

代替燃料に関する補助金 (the Diesel and Alternative Fuels Grant、現在はディーゼルにつ

いて 1 リットル当たり 18.510 セント) が公共道路での重車両に対して認められる。 

6.11.11 輸出市場開拓補助金（EMDG） 

輸出市場開拓補助金は Austrade を通じて運営されており、オーストラリアの中小輸

出業者に対して販売促進費の一部を払戻す形で、彼らの海外市場開拓を奨励するよう

意図されている。補助金は、毎年一回の現金給付で、課税対象となり、輸出売上を促

進する海外マーケティング活動に使用した適格な支出に基づいて計算される。応募条

件は、総収入が年 3,000 万ドル未満、更に適格な輸出マーケティング活動支出が 15,000
ドル以上発生していることである。補助金の額は、基本的に、適格な輸出マーケティ

ング活動支出の 50％から 15,000 ドルを差し引いた額で、上限は年 25 万ドルである。但

し、予算上の総額の制限がある。7 回を超える補助金は、新規の輸出市場へのマーケテ

ィング活動に対してのみ支給され得る。 
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7 費用控除に関するチェックリスト 
（下記は一般的なガイドであり、絶対的なものではないことに留意されたい） 

        費用控除の税務取扱 
損金算入可 損金不算入 

事務所／管理費用 
 
会計士費用 
- 支払済／請求書受領済の場合    X  
- 未作業のサービスについての未払費用      X 
税務サービス費用 
- 損益取引に関する事柄     X 
- 資本取引に関する事柄        X 
監査費用 
- 支払済／請求書受領済の場合    X 
- 未払費用           X 
銀行手数料        X 
クーリエ・貨物運賃 
- ビジネスに関連する費用     X 
- ビジネスに関連しない費用        X 
コンサルタント料 
- 損益取引に関する事柄     X 
- 資本取引に関する事柄        X 
会計上の減価償却費         X 
税務上の減価償却費・設備及び備品 
- 家具及び備品       X 
- 事務機器        X 
- コンピュータ       X 
電力費        X 
福利厚生費  
- 損益取引に関する事柄     X 
- 資本取引に関する事柄        X 
交際費（FBT の課税対象を除く）       X 
FBT（フリンジ・ベネフィット・タックス）  X 
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 費用控除の税務取扱 
損金算入可 損金不算入 

一般管理費  
- ビジネス関連／損益取引 X 
- ビジネス非関連／資本取引  X 
保険料 
- ビジネス関連 X 
- ビジネス非関連  X 
利子支払 
- 過少資本規制上の負債資本比率を満たす場合 X 
- 過少資本規制上の負債資本比率を満たさない場合  X (超過部分について) 

リース資産の売却に伴う損失 X 
- 会計上の損失  X 
- 税務上の簿価に基づく損失 X 
事務用消耗品費 X 
郵送費 X 
印刷及び事務用品費 X 
引越費用  
- スタッフの引越 X 
家賃 
- オフィス X 
- 外国人駐在員用住居 X 
修繕費及び維持管理費 X 
給与 X 
従業員研修費 X 
会費（ビジネス関連） X 
電話及びテレックス X 
旅費 
- ビジネス関連 X
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                              費用控除の税務取扱 
                      損金算入可   損金不算入 
鉱山設備／運営費用 
 
賃金 X 
従業員の休暇／病欠 
- 引当金  X 
- 支払済 X 
給与税 X 
労働災害保険料 X 
鉱山労働者年金 X 
年金拠出金 X 
福利厚生費 X 
会計上の減価償却費用  X 
ビジネス関連のリース費用及び 
 リースファイナンスコスト X 
採掘準備費用 
- 会計上の費用  X 
- 実際の費用 X 
分析・調査 
- 損益的支出 X 
- 探鉱及び評価 X 
コンサルタント料 
- 損益取引に関する事柄 X 
- 資本取引に関する事柄  X 
電力費 X 
交際費（FBT の対象となった従業員部分を除く)  X 
爆薬 
- 損益的支出 X 
- 探鉱 X 
化学薬品 X 
貨物運賃 X 
燃料 X 
ビジネス関連の一般費用 X 
保険料－ビジネス関連 X 
土地税 X 
物品税－石炭 X 
ライセンス料－ビジネス X 
潤滑油 X 
磁石 X 
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        費用控除の税務取扱 
損金算入可 損金不算入 

 
マネージメントフィー 
- ビジネス関連での合理的金額 X 
車両費用 X 
機械リース X 
オーバーホール 
- 引当金  X 
- 実際の費用 X 
租税公課 X 
試薬 X 
賃借料 X 
修繕費及び維持管理費 
- オフィス X 
- 外国人駐在員用住居 X 
修繕費及び維持管理費 
- 損益取引に関する事柄 X 
-資本取引に関する事柄（減価償却可能な場合あり） X 
使用料／通行料 X 
貯蔵品 
- 長期目的  
    使用時 X 
    購入時  X 
- 現場材 
    使用時  X 
    購入時 X 
電話料 X 
輸送及び荷役料 
- ビジネス関連 X 
- 資本的性質  X 
旅費 
- ビジネス関連 X 
タイヤ 
- 購入時  X 
- 使用時 X 
水道料金 X 
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          費用控除の税務取扱 
損金算入可 損金不算入 
 

鉱業－一般的資本コスト 

鉱業用設備及び機械／税務上減価償却可能資産 
- 一般 X 
- 石炭積込設備 X 
- ドラッグライン／バケット X 
その他の資本的支出 
- 職員住宅 X  
- 発電設備 X   

- 鉱山インフラストラクチュア X   
鉱山の運搬設備  
- 鉄道 X  (Division 40) 
- 港湾設備 X  (Division 40) 
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