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１．カナダの鉱業税制

○カナダの鉱業税制の優れた点とされているところ

①鉱業→非常にリスクの高い資本集約産業
鉱業会社が税引き前に投下資本の大部分を
回収できるような仕組みになっている。

②鉱業の周期性の高さを許容
欠損金の繰戻しおよび繰越しを大幅に許容している。

③鉱山開発→鉱山寿命の期間中常にリスク
安定した鉱業税制が重要。カナダの鉱業税制は長年に渡り安定している。
また、重要な税制改正は透明な諮問手続きを経て行われるのが一般的。

④時勢の流れに対応
グローバル化、閉山コストの控除等、鉱業界の大きな流れに
対応したものとなっている。
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○一方、批判の対象とされているところ

①「利益」を基礎としない税金により重点

生産業者は相場を決定する立場にはないため、

これらの費用を顧客に転嫁することはできず、

鉱業会社が自ら負担しなければならない。

②州（準州）毎に大幅に異なる鉱業税制

複雑で簡単には理解できないものになっているとの批判。



4（１）基本税率（連邦法人所得税率）

＜連邦の鉱業所得に対する基本税率＞
基本税率 38.00%

州減税率 (10.00)
付加税前連邦税率 28.00
連邦付加税率(28%の4%) 1.12
正味連邦税率 29.12%

鉱業以外の一般的な法人の連邦法人所得税率は、更に７％の一般控除率が

適用され、実行税率は、連邦付加税前税率で２１．０％（２００７年まで）となっている。



5（２）新しい資源課税構造

法人税の統一化
経費の統一的扱い

・カナダ資源基盤の
効果的な開発

・カナダ資源部門の
国際競争力（特に対アメリカ）

投資
革新
生産力
経済成長
雇用の増加

＜新しい資源課税構造＞

2003 2004 2005 2006 2007 
法人所得税率（鉱業法人） 27% 26% 25% 23% 21%
既存の資源償却控除（Resource Allowance）
25%の廃止

90% 75% 65% 35% 0% 

州鉱業税、ロイヤリティーの控除 10% 25% 35% 65% 100% 
カナダでの探鉱のための新しい税額控除 5% 7% 10% 

新しい課税構造が完全実施されると２００７年には、鉱業法人所得税率も一般法人所得税率と同様正味税率は、
２１．０％（連邦付加税前）となる。
なお、２００５年予算においては、
①連邦法人所得税率の更なる低減（２０１０年までに２１％→１９％）
②連邦付加税４％の廃止（２００８年）
③５，０００万カナダドル超の資本金を持つ会社に課されている大企業税（Large Corporation Tax）の２００８年廃止
などが発表された。



6（３）税制の優遇措置等

①資源償却控除(Resource Allowance)
②カナダ探鉱費用（Canadian Exploration Expense ‒ CEE）
③カナダ開発費用（Canadian Development Expense ‒ CDE）
④減価償却(Capital Cost Allowance － CCA)
⑤加速償却(Accelerated Capital Cost Allowance － ACCA)

＜減価償却の仕組み＞ ＜連邦課税所得と所得税計算例＞

クラス

41(a) 41(b)

年度期首残高 $100,000 $0 $100,000

年度中追加額 150,000 50,000 200,000

処分収入 0 5,000 5,000

CCA前残高 250,000 45,000 295,000

同年度CCA対象額 250,000 22,500 272,500

CCA率 加速償却 25%

CCA計上額 250,000 5,625 255,625

年度末残高 $0 $39,375 $39,375

合計

$597連邦所得税（29.12%）

$2,050課税所得

(50)カナダ開発費用(CDE)

(1,200)カナダ探鉱費用(CEE)

(1,100)マイナス 資源償却控除（25%）

4,400資源償却控除の対象となる収益

(600)減価償却(CCA)

(5,000)マイナス 営業費用

$10,000鉱業収益
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⑥投資税額控除(Investment Tax Credits - ITC)
２０００年１０月１８日以降、フロースルー株式に投資する個人は、一時的に還付不能（現
金では還付されない）の１５％の探鉱開発投資税額控除（Investment Tax Credit
for Exploration in Canada ‒ ITCE）が受けられることとなった。

⑦フロースルー株式制度(Flow-Through Shares- FTS)
株式発行企業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
合意の元に発行する株式

⑧探鉱開発投資税額控除（Investment Tax Credit for Exploration in Canada – ITCE）
２００５年１２月末までにフロースルー株式を購入した個人投資家には、
更に１５％の探鉱開発投資税額控除（ITCE）が認められることとなった。
俗称：スーパー・フロースルー株式

＜平成１８年１月の総選挙＞
保守党政権の誕生
公約：資源産業の活性化と持続

鉱業政策減税の継続、鉱業と石油ガス開発申請の手続きの簡素化

２００６年以降の延長が決定



8フロースルー株式制度の仕組み
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9２．外国投資

（１）外国投資に対する制限
カナダ投資法（Investment Canada Act ‒ ICA）
目的：経済成長と雇用機会拡大に寄与するカナダ内外からの

投資を促進すること

非カナダ人がカナダの事業の支配権を取得する場合

・総資産額５００万カナダドル以上の事業若しくは
文化的影響が大きい事業に携わる会社の外資による支配
・カナダ企業の支配権を持つ非カナダ企業を買収するように
間接的に企業を買収するような場合（総資産額による）、等

審査

届出

審査では、カナダにいかなる「便益」をもたらすかが考慮される。
①カナダの経済活動水準、雇用、資源加工、カナダ産部品・サービスの使用、カナダの輸出に対する影響
②カナダ人またはカナダ企業の参画の拡大
③生産性、産業効率、技術開発、製品の革新と多様性に対する影響
④カナダ国内の競争に対する影響
⑤カナダの産業・経済・文化政策と投資との適合性

⑥世界市場におけるカナダの競争力に対する貢献、等
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（２）対カナダ海外直接投資
政府の積極的な政策で年々増加

※1990年から2003年の年間平均増加率は、約６．７％

（３）為替管理
為替規制を行っておらず、外国人投資家の利益送金や回収資本の

本国送金に関して何ら制約はない。
但し、テロリストなど国際犯罪への対応措置として、マネーロンダリング対策を
強化している。２００１年１１月以降、犯罪収益（マネーロンダリング）法により
通貨の流れを厳しく監視しており、一定以上の取引に対しては、当局に情報を
提供することが義務付けられた。

2003年

対カナダ海外直接投資 3，545億カナダドル

金属鉱物(含む金属製品)
への直接投資

209億カナダドル



11(４)事業進出形態

＜カナダで事業を行う場合＞
カナダ企業を買収、子会社設立、支店開設等
→いずれもカナダ企業と同様の鉱業税制の優遇措置
（非居住企業の支店に対しては税引後利益２５％が支店税として課される
が（カナダの資産に再投資する分を除く）、２国間の租税条約によって
その税率は変動する）

子会社設立：子会社出資資本までの有限責任となり責任の有限化が明確

支店開設 :・支店開設の当初の損失が外国親会社にとって費用計上できるなどの
税務上の有利
・事業で発生する負債や責任は、有限でなくなる等のリスクがある。

子会社形態

＜多くの場合＞

＜事業進出形態の特徴＞

支店形態
多額の初期損失を親会社が
損金算入できる。



12(５)移転価格税制

＜カナダ子会社から外国親会社への支払＞
事業遂行上合理的な経費であり、税務上も損金算入可能。
（ただし、独立した企業との間の取引価格よりも不当に高い価格（あるいは低い価格）
であってはならない。）

＜関連会社間の国境を越えた取引の税務上の扱い＞
基本原則は独立企業原則

←「経済協力開発機構による指針（OECDガイドライン）」に準拠

（６）過小資本税制

＜子会社が外国親会社から資金を調達する場合＞

親会社からの出資

親会社からの借入 支払利息の損金算入による税負担の軽減

損金算入不可

年度中いかなる時点でも当該債務対資本比率が２：１（２０００年までは３：１）を超えた部分の債務
に対する支払利息については、税務上損金参入することができなくなる。


