
1. 資金調達の方法について

一般的な資金調達の方法は、下記の方法がある。

（1）銀行などからの借入れによる資金調達

資源開発ビジネスは、貸し手である銀行側からみ

れば、収益が不安定であり、実際に開発したプロジ

ェクトから収益が得られるまでに数年かかることな

どから、定期返済が望めないというデメリットを持

っている。同様に借り手側の企業からみると、当初

は収益が望めず定期返済が困難であり、銀行の融資

審査基準等も厳しく迅速な資金融通に対応できない。

そのため、開発が確実となり、リスクが相当程度な

くなった段階において、信用力のある大規模な企業

が融資を受けられることはあっても、ジュニア企業

が探鉱段階で探鉱資金の融資を受けられる可能性は

殆どなく、現実的な資金調達方法とはなっていない。

（2）株式発行による資金調達

株式発行とは、企業（株式発行者）が投資家に株

式（所有権）を売却することであり、企業からみれ

ば、ハイリスクな資源開発ビジネスにおいて、唯一

の資金調達の手段となっている。株式発行による資

金調達は、利払いなど手元資金を用意する必要はな

いというメリットがある反面、株式の売買により、

会社の所有権を失ったり、主導権を握れなくなった

りする危険性がある。また投資家にとっても、会社

所有権の分有、譲渡益や配当所得の可能性があると

いうメリットを有するものの、投資した元金が戻っ

てくる保証はなくリスクも高い。

カナダにおいては、原則として、ジュニア株式市

場であるトロントベンチャー取引所（TSX-V：

Toronto Venture Exchange）、シニア株式市場の

トロント証券取引所（TSX：Toronto Stock

Exchange）などに上場し、普通株式（Common

Shares）やカナダ独特の制度であるフロースルー株

式（Flow-Through Shares）（後述）を発行し、殆

どの企業が、これら株式市場を通じて資金調達を行

っている。特にこうした資金調達は、インサイダー

取引等不正行為の防止など透明性の確保、公平性の

確保などの観点からも、オンボードでの取引が要求

される。

また上場外で非上場株式を取引することも出来な

いわけではないが、その場合でも、州・準州の定め

る規制基準に従うことが義務付けられている。

ただし、非上場株式の発行による資金調達は、売

買に融通性がないため、一般的な資金調達方法では

ないと考えられている。

トロントベンチャー取引所における開発段階にあ

る探鉱会社の上場基準の一部を簡単に示すと、
● アドバンスステージにある探鉱プロジェクト（継続

性の証明、経済的に関心を起こさせる内容かどうか

が必要となる。認可された専門家による詳しいレポ

ートの添付が必要）を有していること、
● 最低50万Cドルの探鉱プログラムへの投資が必要

であること、
● 運転資金として十分な資金を持ち、18か月分の一

般管理費を有していること、
● 負債のない適切な資本構成であること、
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● 最低200万Cドルの正味固定資産があること、

となっており、一方、シニア市場であるトロント証

券取引所においては、
● アドバンスステージにある探鉱プロジェクト（継続

性の証明、経済的に関心を起こさせる内容かどうか

が必要となる。認可された専門家による詳しいレポ

ートの添付が必要）を有していること、
● 最低75万Cドルの探鉱・開発プログラムへの投資

計画を有し、専門家による推薦を受けた今後更なる

開発が期待される物件を所有する。開発事業に最低

50万Cドルを投じ、その後の投資合計が最低75万

Cドルになること、
● 探鉱・開発プログラムにかかる推定費用及び最低

18か月の資本的出資に必要な資金を所持するこ

と。18か月（四半期毎）の資金計画を提出すること、
● 健全な資本構造を持ち、資本金200万Cドル以上

を有する企業であること（200万Cドル未満の企

業でも信用のおける企業パートナーからの出資があ

れば、考慮される）、
● 最低300万Cドルの正味固定資産があること、

となっている。両株式市場とも、その次の生産段階

にあるシニア企業などの上場基準となると、推定埋

蔵量で最低3年間採掘が可能な物件を所有している

かどうか、フィージビリティ・スタディや過去の生

産量や財務実績を表す書類を要するなどと、要件が

厳しくなってくる。

（3）ワラント（株式買取権）による資金調達

ワラントとは、ある一定期間内（通常は、1～2年

以内）に事前に設定された価格で株式を購入できる

というオプション（選択権：株式買取権）のことで

あり、企業が株式を発行する際（投資家が株式を購

入する際）にワラントを追加で発行することができ

る。

例えば、ABC会社は1株と1ワラントで1ユニット

になった株式を1ユニット4Cドルで100ユニット売

り出し、1ワラントは1年内に4.5Cドルで追加株を

買うことができるオプションとする。投資家が100

ユニットを400Cドルで購入。4か月後、株価が6C

ドルに上がった時にこの投資家がワラントを行使し、

追加株を100株購入し売却した場合、この投資家の

利益は、計算上、下記のとおりとなる。

（株からの譲渡益）

600Cドル（6Cドル売値×100株）

－400Cドル（4Cドル買値×100株）

＝200Cドル

（ワラントからの譲渡益）

600Cドル（6Cドル売値×100株）

－450Cドル（4.5Cドル買値×100株）

＝150Cドル

（合計譲渡益）

株200Cドル＋ワラント150Cドル

＝350Cドル

企業は、将来の追加融資を見込んでワラントを発行

する場合もある。上記のABC会社の例をとってみる

と、最初に100ユニットを売ってまず400Cドルを得

た後、ワラントが行使されたとき会社は更に450Cド

ルの追加資金を得ることができる。投資家がワラント

を行使することによって増資が可能となり、株価の市

場性を高めることとなる。これにより、プレミアム価

格で新規株式を追加発行することも期待できる。また

ワラントの行使の場合、会社は、証券ブローカー手数

料など株の新規発行の時にかかる費用を払う必要が

ないというメリットもある。他方、ワラントの行使（株

式の売買）により、会社の所有権を失ったり、主導権

を握れなくなったりするという危険性もある。投資家

にとってワラントの行使は、株からの譲渡益などを期

待できる一方、株価がワラント行使額より低くなる場

合もあり、その場合は譲渡益を得られないこととなる。

（4）ストックオプションによる資金調達

ストックオプションは、経営者や従業員に自社株

を一定価格で購入する権利を付与するものであるが、

基本的な仕組みは、ワラントと同じである。

以上、一般的な資金調達方法について述べたが、

次にカナダ特有の制度であるフロースルー株式によ

る資金調達方法について述べることとしたい。
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2. フロースルー株式（Flow-Through Shares）に

ついて

（1）フロースルー株式

フロースルー株式制度は、これがなければ会社を

立ち上げることができなかったと述べる企業もある

ほど、ジュニア企業にとって、特に会社設立段階に

おいて非常に重要な制度であるとされている。

従来の株式による資金調達で資源開発ビジネスを

立ち上げた場合、当該事業の費用控除は株式発行法

人に発生した収益に限られる。資源開発ビジネス生

来の不安定性からして、本来であれば控除できる探

鉱費用及び開発費用の費用控除に必要な収益が上が

らない場合が非常に多い。このため、カナダでは、

独自の株式制度（Flow-Through Shares制度）を創

設し、資源開発の推進を行ってきている。

フロースルー株式とは、株式発行法人が株式の対

価額相当まで探鉱費用及び開発費用を生じさせると

いう合意のもとに発行する株式をいい、会社が株主

である投資家（納税者）に対し、その経費（費用）

を｢放棄｣するもので、税法上は、探鉱開発費用は当

該投資家（納税者）の経費（費用）とみなされる。

会社の経費（費用）計上放棄により、株主はそれが

自己の直接経費であるがごとく経費として申告でき

る。特定のカナダ探鉱費用（Canadian Exploration

Expense-CEE）及びカナダ鉱山開発費用（Canadian

Development Expense-CDE）のみがこのフロー

スルー株式の対象となっている。例えば、鉱業資産

の取得費用はフロースルー株式には認められていな

い。

フロースルー株式の利点は、会社が費用控除を行

う代わりに、実際に経費が生じた年度に株主が控除

する機会が与えられるというところにある。また場

合によっては、会社に経費が生じる前の年度に経費

として控除できることもある。しかしこの場合、そ

の金銭の時間的価値を政府に補償するため、実際に

経費が生じるまで毎月特別のチャージを会社が負担

しなければならないとされている。

（2）フロースルー株式による資金調達額

現在のカナダにおける探鉱ブームは、金属価格の

高騰、資金調達の容易さによるものと考えられるが、

中でも、ジュニア企業の探鉱支出額（Off-Mine-Site）

は、NRCan（カナダ天然資源省）の資料によると、

1999年の約9,300万Cドルから2004年は3億Cド

ルを超えるだろうとされており、大きく伸びている。

他方、フロースルー株式の発行数は、2001年か

ら2002年にかけて倍になり、価格は、2000年の

5,000万Cドルから2003年は3.06億Cドルに達し

ており、フロースルー株式による資金調達額は

2003年から急上昇し、2004年は、最初の5か月だ

けでも1.02億Cドルに達している（前年の同時期は

4,900万Cドル）。
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また、前の図で分かるように、各年とも年の終わ

りになると資金調達額が増えている。これは、年の

初めには、このプログラムが緩やかにスタートして、

年の終わりが近づくと、高所得者でもある投資家が

所得税対策としてフロースルー株式を購入するため

に、所得税の申告時期が近くなる年の終わりに急激

に伸びる結果になると言われている。

（3）フロースルー株式の歴史

フロースルー株式は1954年に企業間で税額控除

の譲渡を可能にする目的で連邦政府が打ち出した制

度であり、1972年からは、探鉱会社にもこの制度

適用が拡大され、カナダにある物件にかかる特定の

探鉱費用（Canadian Exploration Expenses-CEE）

を個人投資家に譲渡できるようになった。この時の

控除率は20％であったが、1974年には30％とな

り、ついには1976年に100％の控除を受けられる

ようになった。

前述のとおり、ジュニア企業はかかる経費に相殺

される収入が得られない場合が多く、ほとんどの資

金調達は株の売買によって行われていた。フロース

ルー株式を投資家に売ることにより、探鉱会社は資

金を確保する一方、投資家は探鉱会社の探鉱費用の

費用控除が適用される。フロースルー株式は、殆ど

全てが私募により売り出され、保有期間は4か月とな

っている。普通株式との違いは、投資家が探鉱会社

の探鉱費用の費用控除を受けられることである。

1974年から1996年の間、フロースルー税制は、

数回にわたり改善されてきたが、1996年には、｢ル

ック・バック｣*注 という重要な制度改正が行われ、企

業は、投資家に翌年の12月31日までにかかる探鉱

費用を株式を発行した年に譲渡することができるよ

うになった（例：企業がフロースルー株式を2004

年に発行して得た資金を実際は翌年に使用すること

が少なくないため、投資家は、探鉱費用の譲渡を翌

年まで待たなければならなかったが、この制度改正

により、投資家は、フロースルー株式を得た同年に

翌年12月分までの探鉱費用譲渡を受けられることに

なった）。

（4）スーパー・フロースルー株式

こうした流れの中で2000年10月には、スーパ

ー・フロースルー株式が導入されることとなった。ス

ーパー・フロースルー株式の導入は、連邦政府が

1999年にフロースルー株式の廃止を計画したこと

が引き金となり、フロースルー株式の廃止に危機感を

抱いたProspectors Developers Association

of Canada（ PDAC）や Canadian Dri l l ing

Assaciation（CDA）が先導となり、全国的な廃止反

対運動を起こした結果、さらに強化されたスーパ

ー・フロースルー株式が導入されることとなった。

この時ケベック州は、探鉱会社に探鉱経費の47％を

払う新プログラムを導入するなどしている。

スーパー・フロースルー株式は、従来の経費譲渡

に加え、還付不可の探鉱開発投資税額控除15％（連

邦税）が導入されることになった。さらに、州によ

っては控除率（州税）の追加があり、例えば、ブリ

ティッシュ・コロンビア州は20％、サスカチュワン

州10％、マニトバ州10％、オンタリオ州は5％など

それぞれ追加がある。ケベック州は独自の税制を持

ち、150％（次表：実際の計算例*を参照）の控除が

認められている。実際の計算例をブリティッシュ・

コロンビア州とケベック州を比較して、大まかにま

とめると次表のとおりになる（カナダ全州について

は、別表参照）。
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*注 ｢ルック・バック｣
1985年に、フロースルー株式を発行した年の終了後60日以内に探鉱会社（株式発行会社）がその資金を使わなければならないとされ、投資
家（購入者）は、株式を購入した年の経費とすることができる制度が最初に導入された。しかしながら、60日間の間に集中的に探鉱費用が使
用される（調査が集中する）ことで、的確な調査が行われないかもしれないという懸念から、探鉱会社（株式発行会社）がより十分に調査を行
え、より良い成果が期待できるようにと、探鉱費用の支出可能期間を60日間から1年間とするフレキシブルな制度に変更された。ただし、翌年
の2月までにこの経費が使われなかった場合、企業は使われなかった経費の0.4％相当を毎月払わなければならない。



このように、スーパー・フロースルー株式への投

資は、ネットコストを少なく投資できる仕組みにな

っていることが分かる。スーパー・フロースルー株

式は当初2004年12月で終了する予定だったが、

2005年12月31日まで延長されている。但し、企

業は開発事業を2006年末までに終了させなければ

ならないとされている。

（5）企業のフロースルー株式利用

探鉱経費のうち、土地取得、投資活動、環境研究、

フィージビリティ・スタディ、インフラ整備にかか

る経費は、対象外となり、フロースルー株式で得た

資金を利用できない。探鉱会社はフロースルー株式

のために費用明細報告書を作成し、税金用領収書を

投資家に発行しなければならない。

またフロースルー株式は、グラスルーツ探鉱以外

にも利用できる。通常より大規模な探鉱プログラム

や鉱山運営の短期的な変更などによる損失のために

フロースルー株式を発行した企業もある。

（6）フロースルー株式への投資

フロースルー株式は、私募によって売買され、証

券ブローカーの信用ある投資家（顧客）に対し売ら

れるのが通常である。また、普通株式（Common

Shares）とワラント（株式買取権）のセット（ユニ

ット）で売り出される例が多い。売り出し価格は、

市場価格を反映して設定されるが資源開発ビジネス

のリスクを考慮して、1割くらいのディスカウントが

認められる場合もある。

取引は、株式市場（ジュニア企業の場合、トロン

トベンチャー取引所など）を通じて行われる。取引

所は、フロースルー株式発行企業が株式を発行する

際に発行申請を受け、これを審査して適格と認めた

ときに発行許可を与える。これは、発行価格が適正
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実際の計算例：ブリティッシュ・コロンビア州とケベック州

ブリティッシュ・コロンビア州 ケベック州

2004年連邦・州税率合計（％） A 43.70 48.22

2005年連邦・州税率合計（％） B 43.70 48.22

2004年連邦税率（％） C 29.00 24.22

2004年州税率（％） D 14.70 24.00

連邦税額控除（％） E 1 5 1 5

州税額控除（％） F 2 0 －

投資額（例1,000Cドル） G 1,000Cドル 1,000Cドル

－フロースルー投資に

対する税額控除（連邦税） G×C （290） （242）

－フロースルー投資に

対する税額控除（州税） G×D （147） （360） *150％

税額控除（小計） （437） （602）

－15％還付不可投資連邦税額控除

H＝G（1－F）×E （120） （150）

－州税額控除 I＝F×G （200） －

＋2005年連邦税額控除を

含めた所得税 H×B 52 36 *H×C

＋州税額控除を含めた所得税 I×A 87 －

合計 （618） （716）

フロースルー投資額1,000Cドルに

かかる純費用（ネットコスト） 382Cドル 284Cドル
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であるかどうか、インサイダー取引等の不正行為が

行われないかなど株式市場の透明性、公平性の確保

などのために行われている。

フロースルー株式の購入者は最低収入が10万Cド

ル、探鉱株のリスクを負える者でなければならない

とされており、フロースルー株式を購入することに

より、探鉱費用の費用控除、還付不可の投資税額控

除、株式譲渡益が得られる。

フロースルー株式は、カナダ国内の探鉱案件に限っ

て発行される。例えば、ブリティッシュ・コロンビア

州の○○地区探鉱案件で○百万Cドルが必要である場

合、その案件（資金需要）ごとに同株式が発行される。

またスーパー・フロースルー株式の場合、ブリテ

ィッシュ・コロンビア州在住の投資家がそれを購入

した場合には、還付不可の探鉱開発投資税額控除

15％（連邦税）のほかに税額控除20％（BC州税）

の税の優遇措置を受けることが可能となる。他の州

のフロースルー株式を購入することも可能ではある

が、その場合に受けられる恩恵は、州税の控除率を

最大に受けられなくなる分少なくなる。

別表に各州ごとにスーパー・フロースルーを

1,000Cドル買ったときのネットコストを示してい

る。ケベック州は284Cドル、ブリティッシュ・コ

ロンビア州は382Cドル、オンタリオ州は432Cド

ルなどとなっている（別表参照）。

3. 探鉱投資と資金調達

（1）世界の探鉱投資額

Metals Economics Group社がまとめた2004年

の世界の探鉱投資額は、3,554百万USドル（総企業

数1,138社）となっており、これを地域別に見ると、

ラテンアメリカが、773.5百万USドル（シェア

21.8％）で世界1位、カナダが、697.1百万USドル

（シェア19.6％）で地域別2位、国別で1位となり、以

下、アフリカ573.3百万USドル（シェア16.1％）、豪

州524.1百万USドル（シェア14.7％）と続いている。

（2）カナダの国内探鉱投資額

フロースルー株式制度などにより、カナダ国内へ

の探鉱投資額が増えている。州・準州における探鉱

及び鉱床評価投資額は、2001年の512.9百万Cド

ルから2004年の979.2百万Cドルと約2倍近く、飛

躍的に伸びていることが分かる。
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投資額 比率（%） 投資額 比率（%） 投資額 比率（%）

豪州 844.2 18.5 304.4 17.6 524.1 14.7

カナダ 524.6 11.5 317.1 18.3 697.1 19.6

米国 395.5 8.6 125.2 7.2 283.0 8.0

アフリカ 720.5 15.8 256.9 14.8 573.3 16.1

ラテンアメリカ 1,277.9 27.9 447.9 25.8 773.5 21.8

太平洋・南東アジア 482.3 10.5 84.9 4.9 154.7 4.4

その他 329.2 7.2 197.1 11.4 548.0 15.4

合計 4,574.2 100.0 1,733.5 100.0 3,553.7 100.0

1997年 2002年 2004年

単位：百万USドル

地域

世界の探鉱投資額と比率

出典：MEG社データ

豪州14.7％

カナダ
19.6％

ラテンアメリカ
21.8％

アフリカ
16.1％

米国
8.0％

大平洋・南東アジア
4.4％

図2　世界の探鉱投資率（2004年）

その他
15.4％

出典：MEG社データ
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（3）ジュニア及びシニア企業別国内探鉱投資額

またこれを企業別（ジュニア、シニア企業）に見

ると、ジュニア企業は、2001年で177.7百万Cド

ルから2002年は7.4％、2003年は48.7％、

2004年は72.1％とシニア企業に比べ、飛躍的な伸

びを示している。この結果、2004年の探鉱及び鉱

床評価投資額は、シニア企業とジュニア企業がほぼ

同額となっている。

（4）TSX-V及びTSXにおける資金調達額

トロントベンチャー取引所（TSX-V）とトロント

証券取引所（TSX）の両市場において、1999年か

ら2004年（9月30日まで）までの各年の資金調達

額が図3であるが、2000年からは、ジュニア市場で

あるTSX-Vにおける資金調達が増えていることが分

かる。これは、ジュニア企業の資金調達が盛んにな

っていることの表れであり、プロジェクトの早い段

階の資金調達にTSX-Vが果たす役割が大きいことを

表している。

13金属資源レポート　2005.3

（829）

レ
ポ
ー
ト

出典：NRCanデータ

単位：百万Cドル

探鉱 鉱床評価 合計 探鉱 鉱床評価 合計 探鉱 鉱床評価 合計 探鉱 鉱床評価 合計

ケベック 78.3 24.6 102.9 81.7 29.5 111.2 102.6 31.4 134.0 144.9 28.5 173.4

オンタリオ 96.9 16.8 113.7 108.8 30.2 139.0 174.3 45.1 219.4 208.6 39.7 248.3

サスカチュワン 25.6 11.9 37.5 26.9 14.6 41.5 32.2 15.5 47.7 46.9 12.0 58.9

ブリティッシュ・コロンビア 25.4 3.7 29.1 32.7 6.5 39.2 47.8 14.7 62.5 91.0 16.3 107.3

ノースウエストテリトリー 37.6 49.0 86.6 29.1 43.6 72.7 32.8 20.7 53.5 38.3 72.4 110.7

ヌナバット 53.1 8.3 61.4 61.6 14.2 75.8 80.1 12.5 92.6 151.2 4.6 155.8

その他 64.3 17.4 81.7 62.7 31.3 94.0 68.3 8.8 77.1 102.6 22.3 124.9

合計 381.2 131.7 512.9 403.5 169.9 573.4 538.1 148.7 686.7 783.5 195.8 979.2

地域
2001年 2002年 2003年 2004年

カナダ国内における探鉱・鉱床評価投資額(州・準州別：2001～2004年)

注：合計数字の違いは、端数調整による

単位：百万Cドル

年 シニア ジュニア 合計

2001 335.1 177.7 512.9
2002 382.6 190.8 573.4
2003 403.0 283.7 686.7

2004 490.9 488.3 979.2

ジュニア、シニア企業別探鉱・鉱床評価投資額(2001～2004年)

注：合計数字の違いは、端数調整による。 出典：NRCanデータ

1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年

9月30日まで

TSX-V

内、TSX-V
が占める割合

鉱業調達資金額（US億ドル）

図3　TSX－VとTSXにおける資金調達額とシェア（1999～2004年）

3％ 28％ 23％ 20％ 24％ 54％

出典：TSX-Vデータ
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（5）TSX-Vにおけるジュニア企業（Canico Resource

Corp.）の資金調達について

実際のジュニア企業がどのように資金調達をした

か、株価がどのように変化したか、在バンクーバー

のジュニア企業であるCanico Resource Corp.（資

本金61百万Cドル、従業員14人、2003年7月31

日現在）の例を実際に見てみる（上図参照）。

同社は、TSX-V上場後、私募により資金調達した

約4,400百万Cドルをブラジル北部中央にあるOnca-

Puma鉱区というニッケルラテライト鉱床に投資して

いる。2003年5月には、ジュニア市場であるTSX-V

からシニア市場のTSXに移行しているが、その前年に

株価と時価総額は急激な伸びを記録している。

4. 終わりに

カナダはもとより世界的な探鉱投資の盛況は、金

属市況が上昇したことによるところが大きいが、カ

ナダの探鉱ブームは、手元資金のないジュニア企業

にとって、非常に重要な制度であるフロースルー株

式制度が寄与している。また2000年に導入された

スーパー・フロースルー株式制度の成熟によるとこ

ろも大きな要因となっていると思料される。

今後、このフロースルー株式制度がどのように改

正されていくのか、鉱業税制の改正と合わせて注視

するとともに、ジュニア企業の資金調達について更

にレポートしていくこととしたい。
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2002年2月、買収により、Oliver
Gold社からCanico Resource社
に社名を変更

2003年5月、TSXに
上場

2003年、私募により
1,721.2万Cドルを調達

2003年1月、私募により
794.4万Cドルを調達

2002年10月、
621万Cドルを調達

2003年12月、
1,353億Cドルを調達

2002年 2002年 2002年 2003年2003年 2003年 2004年2004年2004年
2月 6月 10月 6月2月 10月 10月6月

時価総額 株価

2月

株価（Cドル） 時価総額（億Cドル）

出典：TSX-Vデータ

16.0

14.0

12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

図4　Canico Resource Corporation（CNI・TSX-V）の資金調達と株価の動き
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別　表
単位：Cドル

プリティシュ
コロンビア サスカチュワン

ニューファン
ドランド

＆ラブラドール

プリンス
エドワード
アイランド

ニュー
ブランズ
ウィック

ノースウエスト
（準州）

ユーコン
（準州）

ヌナバット
（準州） アルバータケベック マニトバ オンタリオ ノバスコシア

2004年連邦・州税率合計（％） A 48.22 43.70 46.40 44.00 46.41 48.64 48.25 47.37 46.84 42.55 42.40 40.50 39.00

2005年連邦・州税率合計（％） B 48.22 43.70 46.40 44.00 46.41 48.64 48.25 47.37 46.84 43.05 42.40 40.50 39.00

2004年連邦税率（％） C 24.22 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00

2004年州税率（％） D 24.00 14.70 17.40 15.00 17.41 19.64 19.25 18.37 17.84 13.55 13.40 11.50 10.00

連邦税額控除（％） E 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

州税額控除（％） F － 20 10 10 5 － － － － － － － －
投資額 G 1,000Cドル 1,000Cドル 1,000Cドル 1,000Cドル 1,000Cドル 1,000Cドル 1,000Cドル 1,000Cドル 1,000Cドル 1,000Cドル 1,000Cドル 1,000Cドル 1,000Cドル

－ フロースルー投資に

対する税額控除‐連邦税

－ フロースルー投資に

対する税額控除‐州税

税額控除　小計 （602) （437） （464） （440） （464） （486） （483） （474） （468） （426） （424） （405） （390）

－ 15%　投資連邦税額控除 H=

（払い戻し不可） G（1-F） x E

－ 州税額控除 I = F x G － （200） （100） （100） （50） － － － － － － － －

＋ 2005年　連邦税額控除を

含めた所得税

*注2

*注1

*注3

*注4

＋ 州税額控除を含めた所得税 I x A － 87 46 44 23 － － － － － － － －

合計 （716） （618） （590） （572） （568） （563） （560） （553） （548） （511） （510） （494） （482）

フロースルー投資額　1,000Cドル

にかかる純費用

注 1.　連邦政府は2006年1月1日以前にかかると認められた経費（または”ルックバック”制度にみなされた経費）の15%の控除を許可。

2.　経費が2004年3月30日以降にかかった場合、ケベック州の控除額は150%。

3.　連邦税額控除で認められた経費は州税額控除により減額される。

4.　ケベック州では連邦投資税額控除に課税されないため、数式はHxC。

5.　この表には株売買による利益は含まれないが、利益が生じた場合、資本利得税が売上の50%にかかる。ただし、ケベック州では最初の投資額に対する課税免除がある。

6.　この表には他の最低課税は含まれない。

506Cドル*注5、注6 452Cドル 489Cドル 490Cドル

（150）

284Cドル 382Cドル 410Cドル 428Cドル 432Cドル 437Cドル 440Cドル 447Cドル 519Cドル

（150） （150） （150） （150）

61 59

（150） （120） （135） （135） （143） （150） （150） （150）

71 70 65 6459 66 73 72H x B 36 52 63

（115） （100）（184） （178） （136） （134）（150） （174） （196） （193）G x D （360） （147） （174）

（290）（290） （ 290） （290）（290）G x C （290）（242） （290） （290） （290） （290） （290） （290）
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