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財政及び経済分析 
オーストラリアは他の多くの先進国と比べてもとり

わけよいパフォーマンスを示しているが、経済成長

は引き続きトレンドを下回っている。 

我々の資源”ブーム”は“生産モード”へシフトし

ており、輸出量も前年同期比で大幅に増加してい

る。我々が保有する資源の輸出価格の多くは、ピー

ク時と比べ劇的に下落しているが、ボリューム効果

により、純輸出は今もオーストラリアの経済成長に

大きく貢献している。国内消費の経済成長への貢献

は過去 2 年間、比較的コンスタントであり、平均し

て四半期ごとに 0.35%程度の貢献にとどまってい

る。 

KPMG の直近のマクロ経済予測では、将来の予測期

間にわたり、経済は次第に改善し 2019 年度から

2020 年度にかけて成長トレンドに戻るとしてい

る。今回の予算で法人税率を徐々に引き下げたとし

ても、事業投資は控えめな状態にあるだろう。RBA
のインフレ目標値は 2-3%を維持し、予測期間をと

おして、インフレを抑制することが期待される。結

果的に金利水準は更なる投資活動を促進し、その過

程において失業率は減少することが見込まれる。 

我々による予算書の分析では、基礎現金収支は財務

省の見積りよりも保守的に推移することを示してい

る。その差は以下の内容であり、影響は後年にかけ

て表れてくると予想する。財務省は過去 15 年間の

平均と比べ、2018 年度から 2020 年度にかけての

GDP 成長に対しては税収がより敏感に反応すること

を期待している。  

さらに予算の構造要素を考慮すると、我々の中期予

測では、政府の歳入もしくは歳出に対する有意義な

改革がない場合には、オーストラリアの構造的予算

収支は、名目 GDP がマイナス 2.5%から 3.0%の間

で財政赤字の状態は 2030 年においても継続すると

見込んでいる。 

 

Key insights 
• 軟調な経済基盤、特にマイニングセクターに

おける投資の減少により、将来の予測期間に

おける財政赤字が確定的。 
• KPMG の経済予測は概ね財務省の予測と一致

するものの、財務省の経済予測ほど楽観的で

は無く、税収基盤、特に個人及び法人からの

税収、は財務省予測ほど強力ではないものと

見込んでいる。 

 

 
 

 

“今回の予算で景気対策を織り込んだ財政政策が打

ち出されたが、オーストラリア経済は今後数年間に

おいてのみ前向きな成長を遂げることが予測されて

いるにすぎない。” 

連邦基礎現金収支予算 

 
Source:  Commonwealth Treasury, KPMG Economics 

構造的予算収支予測 

 
Source:  KPMG Economics, Treasury 

マクロ経済 

 
Source: Federal Budget papers and IMF publications 
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経済予測 
経済ファンダメンタルの不安定性は、予算案を解釈する際に重要なポイントとして考慮されるべきである。マク

ロ指標の将来予測及びこれらに対する主要なリスクを以下に記載する。 

実質 GDP成長率 – 持続的な成長傾向 

 2015 2016 2017 2018 2019 

GDP (実質) 2.5% 2.5% 3.0% 3.0% 2.9% 
 

 Growth in real GDP 2016 

米国 2.4% 

カナダ  1.5% 

英国 1.9% 

日本 0.5% 

中国 6.5% 
 

資源業界は、投資段階から生産段階に移行し、鉄鉱石の輸出が加速して

いる。資源の輸出増加に伴い、経済が交易条件の悪化に敏感に反応しや

すくなるため、変動為替相場が不安定化を緩和する重要な役割を担うで

あろう。 

 

 

失業率 – 緩やかな回復基調 

 2015 2016 2017 2018 2019 

失業率 6.1% 5.9% 5.8% 5.7% 5.7% 
 

 Unemployment rate 2016 

米国 4.9% 

カナダ  7.3% 

英国 5.0% 

日本 3.3% 

中国 4.1% 
 

経済成長が低迷する中、失業率の増加により、余剰労働者は引き続き増

加している。経済成長がトレンドを上回るペースに達することにより、

失業率は低下し、雇用状況は徐々に回復することが期待される。 

 

 

消費者物価指数（CPI）  

 2015 2016 2017 2018 2019 

CPI 1.5% 2.1% 2.4% 2.5% 2.5% 
 

 CPI 2016 

米国 0.8% 

カナダ  1.3% 

英国 0.8% 

日本 -0.2% 

中国 1.8% 
 

インフレは、原油価格の下落、労働市場や景気の減速により、目標圏内

を下回ることが期待されている。また、豪ドル下落の見込みは、上記予

測期間におけるインフレ上昇圧力をもたらすものと見込まれる。 

 

 

公的純債務残高の対 GDP 比率 

 2015 2016 2017 2018 2019 

公的純債務残高の

対 GDP 比率  
17.9% 19.5% 19.9% 19.2% 18.2% 

 

 Debt as a percentage  
of GDP 

2016 

米国 82.2% 

カナダ  27.5% 

英国 80.6% 

日本 129.6% 

中国 n/a 
 

公的純債務残高の対 GDP 比率は、財政の安定性に関わる主要な指標で

あり、豪州の比率は国際的な基準に比べて低い水準にとどまっており、

中期的に 20%以下で推移することが見込まれる。 

 

 

Source: IMF 
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個人税制 

所得税 
ブラケット・クリープに対応するため、所得税率の

対象となる区分課税所得金額の一部を引き上げた。

ブラケット・クリープは、インフレ下で、個人所得

税累進課税制度を採用していることにより発生す

る。一般に、インフレ下で賃金が同じ率で上昇して

も、さらに上の税率区分が適用になる場合には、実

質的な購買力は減少する。 

今回の予算では、このブラケット・クリープに対す

る取り組みが示された。2016 年 7 月 1 日から開始

される年度においては、37％の所得税率が適用され

る区分課税所得金額が現在の 80,000 豪ドル以上か

ら 87,000 豪ドル以上に引き上げられることにな

る。これにより、中所得者層にとっては若干の減税

措置となるが、全納税者への減税には至っていな

い。 

この方策にもかかわらず、オーストラリアは今後国

の平均賃金所得者一人当たりの税率が 22.7％とな

り、OECD 諸国間においてデンマークの 35.8％とア

イスランドの 26.7％に次ぐ 3 番目に個人所得税率が

高い国に位置付けられることが予想されている。な

お、ニュージーランド 17.6％、アメリカ合衆国

16.5％、イギリス 12.8％とそれぞれの国の平均個人

所得税率と比較すると高率であると言える。 

現在課されている臨時予算補正税（the Temporary 
Budget Repair Levy）については延長されるか早期

に廃止されるか公表されていないため、現時点にお

いては 2016 – 17 年終了段階において失効する。 

Work-related expenses については特定の変更は提

案されていない。 

 

 
 

 

“所得税額計算の対象となる区分課税所得金額の引

き上げに係る試みは歓迎するが、発表された方策は

根本的な問題解決には至っていない。

superannuation contributions に対する税負担が増加

することにより、上記の減税財源が賄われる関係に

ある。” 

節税 
これら発表された方策を組み合わせると課税所得金

額 190,000 豪ドルの居住所得者への影響は以下の内

容となる。 

 FY16 
$ 

FY17 
$ 

FY18 
$ 

総所得 190,000 190,000 190,000 

所得税+メディ

ケアレビー 
(62,847) (62,532) (62,532) 

Budget repair 
levy 

(200) (200) 0 

総税額 (63,047) (62,732) (62,532) 

純所得 126,953 127,268 127,468 

その他の施策 
Negative gearing や the taxation of discount capital 
gains については変更されなかった。 

2017 年 7 月 1 日から調整後課税所得が 250,000 豪
ドルを超える所得者に対する concessional 
superannuation contributions への税率が 30％ とな

る。現行は同 300,000 豪ドルを超える所得者のみ

30％となっている。Concessional contributions の上

限額についても 2017 年 7 月 1 日から 25,000 豪ド

ルに減額される。 

 
 

Key insights 
• 経済の拡大によりオーストラリアの財政赤字額は減少する傾向にある。この連邦予算では 37％の税率適用

対象となる区分所得金額を 87,000 豪ドル以上に引き上げることによって、税収入の一部分を個人納税者に

還元する内容である。但し、すべての区分課税所得金額の見直しがなされているわけではないため、ブラ

ケット・クリープが全面的に解決される施策になっていない。  

 
 
 
 



 

KPMG | 4 

© 2016 KPMG, an Australian partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative 
(“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International. 

Liability limited by a scheme approved under Professional Standards Legislation. 

ビジネス税制 

５つの主要な変更点 

1 
法人税率の引き下げ 

連邦政府は 2016 年 7 月 1 日から段階的に今

後 11 年間にわたり、会社の総収入額に応じ

て、法人税率を 25%まで引き下げる。 

 総収入額 法人税率 

2016-17 <$10m 27.5% 

2017-18 <$25m 27.5% 

2018-19 <$50m 27.5% 

2019-20 <$100m 27.5% 

2020-21 <$250m 27.5% 

2021-22 <$500m 27.5% 

2022-23 <$1b 27.5% 

2023-24 All 27.5% 

2024-25 All 27% 

2025-26 All 26% 

2026-27 All 25% 

この法人税率引き下げは長期的に国内総生産

を 1%引き上げることが期待されている。 

この法人税率の引き下げは、会社のフランキ

ング勘定残高に影響を及ぼす。また会社の財

務諸表脚注で開示される税務情報にも影響を

与える。 
 

2 
集団投資ビークル 

オーストラリアがアジア地域ファンドパスポ

ートに参加することに伴い、2017 年 7 月 1 日

以降、オーストラリアは外国からの投資を促

進するため、新規の集団投資ビークルを導入

する。これは、特に外国資本によるオースト

ラリアのインフラ投資に魅力的なものにな

る。 

最初は、株式会社集団投資ビークルから開始

して、2018 年 7 月 1 日以降はリミティッド・

パートナーシップ集団投資ビークルも対象と

する。これらは、トラストを使用した投資経

験がない外国投資家にとって魅力的なものと

なる。財務省は、適用される源泉税率等関連

規定に関して、これから意見聴取を行う。 
 
 

3 
税制整合性の施策 

連邦政府は、租税回避防止施策として下記

のような施策を発表した: 

• 迂回利益税の導入（国際税制のセクショ

ンを参照）. 
 

 

 

“今回の連邦予算案は、多国籍企業及び富裕層によ

る税制への準拠を確実にするため、オーストラリア

課税当局（ATO）に大きな予算を与える。また租税

回避防止に関する新規規定は ATO に大きな権限を

与える” 
 

 
• ハイブリッド・ミスマッチの防止規定

は、2018 年 1 月 1 日又は法律成立日か

た 6 か月後のいずれか遅い日から適用さ

れる。この防止規定は、異なる国で税務

ベネフィットを二重に享受しているよう

な海外取引に適用される。 

• ATO は 6 億 7 千 9 百万豪ドルの予算を

確保し、租税回避の調査を専門とするタ

スク・フォースを立ち上げる。これによ

り 37 億豪ドルの追加の税収が予想され

ている。 

• 2018 年 7 月 1 日より税務に関する密告

制度を法制化する。 
 

4 
税務情報の開示及び透明性の確保 

財務省は、ATO の規定上“Aggressive”と

考えられる税務アレンジメントの強制開示

規定を将来導入する否かに関して、専門家

の意見を求める。  

連邦政府は 税制審議会が公表している”

税務情報の自発的公表に関する行動規範

“の適用を発表した。連邦政府は総収入額

1 億豪ドル以上の会社に対して 2016 年の財

務年度から、当該行動規範の適用を奨励す

る。  
 

5 
ペナルティーの厳格化 

全世界の収益が 10 億豪ドル以上の会社に対

して、2017 年 7 月 1 日以降、ATO への申

告・報告義務を怠った場合、ペナルティー

の上限が、現行の 4 千 500 豪ドルから 45
万豪ドルに変更される。ATO が 2015 年に

公表した税務ガバナンスのガイドライン と
ともに、納税者は税務リスクへの更なる対

応をすることが求められる。 
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ビジネス税制 

その他 、8 つの変更点  

1 連結納税 – 損金算入可能負債 

企業買収に際し連結納税が適用される際、被

買収企業の有給休暇等の債務は買収企業にお

いて将来的にも損金算入可能であるが、今後

連結納税の税務上の簿価計算プロセスには影

響を与えない。これは、2013－14 年度連邦予

算案で提案されたものより簡素化された。新

規規定は 2016 年 7 月 1 日以降から適用が開

始される。（以前の規定の適用開始日は、

2013 年 5 月 14 日）。 

また、一定の取引に係る繰延税金負債の連結

納税計算上の取り扱いに関しても変更があ

る。 

 
 

2 移転価格税制に関する OECD ガイドライン 

オーストラリア政府は、移転価格税制に関す

る OECD ガイドラインに基づき、オーストラ

リアでの規則は 2016 年 7 月 1 日より適用さ

れる。 
 

3 金融商品関連税制（TOFA）の簡素化 

2018 年 1 月 1 日以降開始事業年度から、金融

商品関連税制（TOFA）が簡素化される。,主
なポイントは以下の 4 つである :  

(1) 会計との近似  
(2) 発生及び実現の基準の単純化  
(3) 会計と紐付かない税金ヘッジの制度 
(4) 国外所得に関する基準の単純化  

 

4 外国投資審査委員会（FIRB）の税務要件 

財務相は、外国投資申請の際に審査対象とな

る税務に係る要件に関して改正を発表した。

これは利害関係者への意見聴取の際に表明さ

れた多く疑問に対応したものである。FIRB
は、更に詳細なガイダンスを公表し、より詳

細な指針を提供する予定である。税務関連の

重要性が増加していることに伴い、FIRB が一

定の税務要件を審査対象とする。ATO による

すべての取引の事前監査が FIRB の認可の要件

ではない。 
 

 
 

5 資産を担保にした資金調達 

イスラム金融として知られている資産を担保

にした資金調達に係る規定が導入され、従来

型の資金調達に対する規定と同様のものとな

る。この規定は 2018 年 7 月 1 日以降から適

用が開始される予定である。 
 

6 少額の輸入製品に関する物品税（GST） 

物品税が少額の輸入商品に対しても適用され

る。オーストラリアでの収入が 7 万 5 千豪ド

ルを超える輸入業者は GST 事業者への登録が

求められ、物品税（GST）が徴収される。こ

の規定は 2017 年 7 月 1 日以降から適用が開

始される。 
 

7 ワイン統一課税（WET）の還付 

ワイン統一課税（WET）に関する負担軽減の

ため、現在オーストラリアのワイン製造業者

に対し年間 50 万豪ドルまでの還付が行われて

いる。当金額が、2017 年 7 月 1 日から 35 万

豪ドルに、2018 年 7 月 1 日からは 29 万豪ド

ルに引き下げられる。また、これに関し追加

の適格要件が求められる予定である。 
 

8 12.5%のたばこ税増税 

たばこ税が 2016 年 7 月 1 日より 4 年間に渡

り毎年 12.5%ずつ引き上げられる。この増税

により、この先 4 年間で 47 億豪ドルの税収増

加が見込まれている。 
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国際税制 

迂回利益税(DPT) 
連邦政府は新しい迂回利益税(DPT)を導入し、2017
年 7 月 1 日以降開始事業年度から適用する。 

DPT は英国における迂回利益税の第二の規定をモデ

ルにしている。英国の第一の規定に関しては、オー

ストラリアでは、2015 年度政府予算案に盛り込ま

れ、既に多国籍租税回避防止策として導入されてい

る。 

海外関係会社がオーストラリアで適用される税率の

80%よりも低い税率の国で課税される場合で、かつ

海外関係会社とのアレンジメントが経済的実質を欠

く場合にＤＰＴが課せられる。 その本来的な目的

は大企業の移転価格及びストラクチャーの決定に関

して、会社が ATO と交渉になる場合、ATO が交渉

上優位になることにある。  

DPT は 40%の加算税及び ATO に対して過少に申告

された税額の支払いを課する。 

さらに、DPT の確定金額には関連する法人税の発生

から ATO による DPT 税額確定までに対する利息分

を含む。 

DPT 適用の主要な要件 

DPT 適用の主要な要件は以下の通りである。 

対象会社 

オーストラリア国内企業又は全世界で 10 億豪ドル

以上の年間所得を有する外国多国籍企業に属する恒

久的施設（当金額基準は多国籍租税回避防止法と同

様である)。  

ただし、DPT が低リスクの納税者に悪影響を及ぼさ

ないように、DPT は売上が 2,500 万豪ドル未満のオ

ーストラリア国内企業には適用されない（限定され

た例外事項に従う）。 

 
 

 

“これは当局が大規模多国籍企業との交渉力を変え

る新たな武器となる。 

ATO に対処するための積極的な施策は将来的に魅力

的ではなくなると考えられる。” 

類似税制が適用される他国 

国際的取引・アレンジメントで、オーストラリアで

は非課税となる関連所得が、オーストラリア国内税

率の 80%未満の税率で課税される一方の国で課税さ

れる場合に適用される。当該アレンジメントから生

じる所得に対して DPT が適用される。英国での

DPT 適用テストの困難性を鑑みて同様の問題を回避

できるような規定にする必要がある。 

経済的実質テスト 

DPT は経済的実質を欠くアレンジメントに対して適

用される。  経済的実質を欠くか否かの決定は ATO
が入手できる情報を基に対象アレンジメントが税金

金額の減額を企図していると合理的と結論づけられ

るかどうかによる。 

これは租税回避防止策の中で要求される新たなテス

トであり、租税回避防止策の基準の重要な厳格化を

象徴するものである。 

適用 

DPT が適用される場合、ATO は暫定的な DPT 税額

を通知し納税者は 60 日内に当該通知事項の事実内

容確認及び返答を行う。その後 ATO が最終的な

DPT 確定税額を通知後、納税者は 21 日以内に確定

税額を支払う。 

適用日 

DPT は 2017 年 7 月 1 日以降開始事業年度から適用

され、既存のアレンジメントへの除外規定はない。 

 

Key insights 
• 多国籍租税回避防止法の第二の規定は多国籍企業との ATO の交渉力の差を埋めることが主目的である。係

争が見込まれる税金は事前に支払われ、基準テストは ATO が入手しうる情報に基づき行われるであろう。

その後は ATO との交渉に従うこととなる。 
• 移転価格ルールは ATO が一定の状況のもと、既存のストラクチャーを再構築する権限を有する。. 英国の

移転価格ルールにおいてそのような力を有していないが、オーストラリアでは、一般的ルール(Part IVA)及
び移転価格ルール上再構築権限に関する規定が既にあり、DPT は国際的取引に関する新しい多国籍租税回

避防止策の第 3 の規定となる。  

  



 

KPMG | 7 

© 2016 KPMG, an Australian partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative 
(“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International. 

Liability limited by a scheme approved under Professional Standards Legislation. 

中小企業 

法人税率の引き下げ 
売上高 10 百万豪ドル未満の中小企業について、

2016 年 7 月 1 日以降、法人税率が 27.5％に引き下

げられる。なお、現在、売上高 2 百万豪ドル未満の

中小企業に 28.5％の法人税率が適用されている。  

売上高 10 百万豪ドルを上回る企業について、長期

に渡ってフェーズごとに法人税率が引き下げられる

予定であり、2022 年-2023 年の事業年度において

27.5％に、2026 年-2027 年の事業年度において

25％に引き下げられる。 

中小企業税制措置の拡大 
現在売上高 2 百万豪ドル以下の中小企業に認められ

る多様な優遇税制措置が、2016 年 7 月 1 日より売

上高 10 百万豪ドル未満の企業にまで拡大される。

各税制措置は以下のとおりである。 

• 2017 年 6 月 30 日までに 2 万豪ドル未満で取得

した資産の即時償却、それ以降は 1 千豪ドル未

満の取得資産について即時償却 

• 5 千豪ドル未満の株価変動時における簡便的な株

式ルール 

• PAYG 分割支払に係る計算の簡便的な方法 

• キャッシュベースでの GST 会計処理の選択と

ATO により計算された GST 割賦金額の支払 

法人格のない企業 
売上高 5 百万豪ドル未満の法人格のない中小企業に

対する税率軽減が、10 年にわたって 5％分から

16％分に増大する。2016 年 7 月 1 日には税率軽減

が 8％分となる。ただし、減税限度額は 1 千豪ドル

にとどまる。 

 
 

 

“公表された変更の多くから、現存する税法が中小

企業を苦しめ、経済社会の主要な貢献者がこれらの

企業の潜在能力を最大化するのを阻んでいると認識

されているのがわかる。” 

個人企業の貸付金のルール変更 
民間企業の株主・役員やその家族に対する貸付金、

支払い、債務免除について、オーストラリアでは複

雑なルールが適用される。一定の状況において、こ

ういった取引は課税の対象となり、非適格配当金と

して取り扱われる。  

政府は利害関係者と、彼らの営業活動や業務が改善

されるよう、当該ルールについて行うべき改正を策

定するための協議を行う予定である。なお、以下の

改正が検討されている。 

• Division 7A の適用の確実性を補強し準拠しやす

くするため、The Use of assets（株主の会社資

産利用）の観点も含めた新たな例外規定 

• 不注意で Division 7A の対象となっていた契約に

ついて、自発的な契約修正を罰則なく認める自

己修正の仕組み  

• 単一の 10 年ローンと当該ローンに係る良化した

最低利率の計算を含む Division 7A 準拠ローンへ

の変更 

2018 年 7 月 1 日より当該改正の適用が提案されて

いる。 
 

 

Key insights 
• 影響する企業は、2 万豪ドル未満の資産について設備投資計画を再検討すべきである。 
• 資産償却情報や法人税率変更に関して、キャッシュフロー予測を再考すべきである。 
• 民間企業貸付金やその他の契約の再検討。 
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インフラ 

概観 
本年度予算におけるインフラの位置づけは予算の柱で

はないものの、インフラ新規投資に対して今後 4 年間

に渡り、約 330 億豪ドルの予算が確保された。  

主な発表内容 

連邦政府は、国内都市部及び郊外の鉄道関連プロジェ

クトに対し 34 億豪ドルの予算を確保し、当該プロジ

ェクトに関するコミットメントを再確認した。また、

the Australian Rail Track Corporation（連邦政府の所有

する鉄道インフラ開発の為の特別目的会社）に対し

2017-2018 年度以降 3 年間にかけて 5 億 9 千万豪ドル

の増資を実施する事によりメルボルンからブリスベン

にかけての内陸部の鉄道プロジェクト開発を促進する

事を発表した。 

また、水源に係るダムやパイプライン開発促進の為、

2016 年 7 月より今後 10 年間、州政府に対し 20 億豪

ドルの融資枠（Water Infrastructure Loan Facility ） を
確保した。 

西シドニー空港プロジェクト（The Western Sydney 
Airport Project）に関しても、鉄道へのアクセスに係る

コンセプトデザイン等の準備作業に対し追加の融資 1
億豪ドルを向こう 2 年間に渡り確約した。 

レビュー 

本年度の主たるインフラ予算の内容として、資産リサ

イクル・イニチアチブ(the Asset Recycling Initiative 
(ARI)）の終了が挙げられる。当該イニチアチブは

2014 年５月より開始されたが 2016 年 6 月 30 日をも

って終了となる。2018 年まで当該スキームは新規プロ

ジェクトに対し約 33 億豪ドルの資金を確保し、

総額 230億豪ドルの州政府のプロジェクトの開発を促

進すると想定されていた。当該スキームによる資金調

達にはシドニーメトロやメルボルンメトロなどの主要

プロジェクトが含まれていた。ARI は終了するもの

の、州政府は大型プロジェクトを促進する代替案は発

表していない。 

20 億豪ドルの新規融資枠（Water Infrastructure Loan 
Facility）及び昨年度に発表されたオーストラリア北部

のインフラプロジェクトパイプライン融資枠 5 0 億豪

ドルが一部の開発資金を補うと考えられる。 

 
 

 

“鉄道などの重要な経済インフラに対する開発資金に

ついて、連邦政府は融資枠設定による開発資金の確保

などの新しい手法を採用している“ 

また今後のインフラ資金調達には、これまでの大規模

な資金調達スキームの設立よりも、同様のインフラ開

発融資枠の活用が想定される。 

さらに、今後のインフラ投資は１週間前に発表された

“スマート・シティ－ズプラン”が牽引する事が想定

される。当該プランでは、ローカル（カウンシル）、

州政府、連邦政府３つのレベルの政府機関におけるイ

ンフラ投資意思決定プロセスを“シティ・ディール”

として定義している。連邦政府レベルによるトップダ

ウンではなく、カウンシルレベルでの需要から意思決

定が開始されるインセンティブベースのアプローチを

採用する事により、より効果的にインフラ投資の価値

の獲得を実現する事が可能となる。 

政府が予算を割り当てたインフラプロジェクトは以下

の通り： 

Announced infrastructure project funding 

Project Value $b 

New South Wales 14.3 

Pacific Highway 5.6 

Western Sydney Infrastructure Plan 2.7 

Sydney Metro 1.7 

Victoria 2.6 

Melbourne Metro 0.9 

Queensland 10.7 

Bruce Highway 6.7 

Toowoomba Second Range Crossing 1.1 

Western Australia 3.3 

Perth Freight Link 1.2 

South Australia 1.9 

Northern Connector 0.8 

Other jurisdictions 1.0 

 

Key insights 
• 既存のオーストラリア北部インフラプロジェクト向けの 50 億豪ドルの開発資金枠に加え、新規に設立され

た Infrastructure Loan Facility 20 億豪ドル融資枠から見られるように、融資による開発資金の確保が連邦

政府の現在のトレンドである。 
• ARI の終了などはインフラ開発を減退させる可能性があるものの、インセンティブベースのスマート・シ

ティズブランは今後投資を牽引していくことが想定される。 
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CFO/税金担当者の向け 
 チェック

リスト 

1 
税率の変更 

• 繰延税金への影響 

• 段階的引下げによる配当金への影響 

   

2 
ボランタリータックストランスパレンシーコード 

• 採用の可否及び時期の決定に際し経済的要因等の考慮 

• 採用する場合の国別報告書報告義務との相互作用 

   

3 
多国籍企業 - 租税回避防止措置 

• 新規または既存のストラクチャーの確認及び金融商品の特定 

• 2017年7月1日以降適用される迂回利益税の潜在的な影響の確認 

• 早ければ2018年1月1日からハイブリッド防止規定によって影響を受けるアレンジメントの確認 

• 既存アレンジメントの変更要否の検討 

   

4 
タックスガバナンスとオーストラリア税務当局（ATO） 

• 税務リスクガバナンスの枠組みとコントロールに対して、2015年税務ガイドラインに 

照らし合わせての評価 

• 増加した罰則適用リスクを軽減の為、強力な税務リスクコントロール体制の整備 

• 罰則適用例：非申告 

   

5 
M＆Aに影響を与える税の変更 

• 外国投資審査委員会（FIRB） 

FIRBの承認を得る為の増加した開示及びオーストリア税務当局（ATO）が行う精査への体制整備 

• 税制コスト改善設定の為に連結納税の変更を組み込みの検討 

   

6 
中小企業 

• 段階的な法人税率の引き下げ時期の確認 

• 売上高10百万豪ドル未満の中小企業に対して拡張された各種優遇税制措置の確認 

• 2018年7月1日から民間企業の融資規定のモニタリング 

   

7 
新たな文化 – ファンドマネジャー、不動産投資信託、インフラストラクチャー及びその他の投資 

• オーストラリア政府の適用とアジア地域

ファンドパスポートとの合同による新たな金融商品の機会の計画の開始 

   

8 
スーパーアニュエーションの変更 

• 給与パッケージと報酬戦略への影響の考慮 

• 従業員への周知 

• 確定給付による影響の考慮 

   

9 
積極的な税体系の必須開示項目 

• 影響するアレンジメントを特定するために提案された必須開示規定の確認 
   

10 
貿易と関税 

• 環太平洋経済連携協定によって見込まれる関税の引き下げを確認. 

• 輸出業者及び輸入業者は関税の遅延と共通認識の機会の検討 
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