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拝啓

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご⾼配を賜り厚くお礼申し上げます

連邦政府のスコット・モリソン財務相は、2018 年 5 ⽉ 8 ⽇に、3 度⽬となる予算案を発表しました。
モリソン財務相は、予算案は「オーストラリア国⺠の重要なものを保障し」、「責任を持って財政を改善し」、「経済をさらに強化すること」に焦点を当てた
と述べています。
また、2019/20 年度に連邦予算は２２億ドルの⿊字に回復し、さらに 2020/21 年度以降は⿊字額が増加していくと予測しています。

今回の連邦予算の⽬⽟は、来る総選挙で与党への⽀持を獲得するために、個⼈所得税を７年間に渡り３段階の減税を実施することと⾔えます。
⼤規模インフラ投資は計画どおり⾏われる⾒込みであり、ヘルスケア関連の新規⽀出も明らかにされたこともあり、歳出の削減案が殆ど⾒られないばら
撒き予算との批判もあります。
財政収⽀均衡への策が、経済成⻑による歳⼊増加頼みであることに不安は残りますが、予算内容は多くの⽇系企業の皆様にとっては安堵するもので
あったのではないでしょうか？

法⼈税や国際課税に関しては⽐較的動きが少ない予算案となりましたが、⽯油資源税（PRRT）の改正は⾒送られたものの、多国籍企業への規制
の強化や R&D 制度の変更、または酒税の改正等、影響を受ける企業様も多いと存じますので、ご質問等あれば遠慮なく弊社の担当者までお問い合
わせ頂けますと幸いです。
敬 具

デロイト豪州 ⽇系サービスグループ
⽵中 真⼀ / ⻄⽥ 健太郎

⽵中 真⼀
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⻄⽥ 健太郎

ハイライト
総選挙を⾒据えた予算案

連邦議員選挙を⾒据えた、4 年間の段階的な低・中所得者向けの減税、⾼齢者のサポート、巨
⼤なインフラ投資が⽬⽟となる。

税収の上限を GDP の 23.9%とす

連邦政府の税収を最⼤で GDP の 23.9%までとする。

る

22 億豪ドルの⿊字化

2019/20 年度までには MYEFO（年央経済・財政中間⾒通し）から⼀年前倒しで財政⿊字化
を⽬指す。

2018 年 7 ⽉ 1 ⽇より 4 年間の

現状の低所得者向けの税額控除（LITO）に加え、返⾦不能な税控除を新たに追加する。今後

低・中所得者向け税額控除

4 年間で低・中所得者向けに最⾼ 530 ドルの租税控除を⾏う。

限界税率の⾒直し

2024/25 年度までに各課税所得に応じた限界税率の⾒直しを⾏う。2024/25 年度には 37%
の税率を廃⽌し、$200,000 を超える課税所得に 45%の税率が課税される。

年⾦制度の向上

年⾦制度の効率化、柔軟性の強化

法⼈税率の低下

引き続き 2026/27 年度までに段階的に法⼈税率低下を計る

過⼩資本制度の強化

2019 年 7 ⽉から資産の評価額は財務報告書との整合性、並びに、
連結納税グループ、MEC グループの過⼩資本制度上の取り扱いルールの⾒直し

多国性企業に対するルールの拡⼤

2018 年 7 ⽉ 1 ⽇より重要グローバル事業体（SGE）ルールが適⽤拡⼤され、⺠間企業、信
託、パートナーシップが率いる企業グループも含まれることになる。

R&D 優遇制度の⾒直し

年商 2,000 万ドル以上の企業に対しては、R&D 税控除算定は個々の企業の「R&D インテンシティ
割合」に基づくことになる。また年間の⽀出上限が 1 億 5000 万ドルに拡⼤。
年商2,000万ドル以下の⼩企業に対しては、優遇税率で税額控除が認められるが、還付額の上

R&D 税額控除の上限設定
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限を400万ドルとする。

地下経済撲滅のための 10,000 ドル

地下経済対策として、2019 年 7 ⽉ 1 ⽇より 10,000 ドル以上の現⾦⽀払いが禁⽌となる。

以上の現⾦⽀払いの禁⽌

源泉徴収税の徴収厳格化

従業員や、ABN を保持していないコントラクターへの⽀払いで、源泉税の徴収を⾏っていない場合、
経費としての損⾦算⼊が不可となる。

納税報告システム（TPRS）

地下経済対策として納税報告システム（TPRS）の適⽤拡⼤。

400 万ドルの政府契約へ ATO 認証

2019 年 7 ⽉ 1 ⽇より豪州政府からの委託業務に関しては ATO 発⾏の認証が必要となる。

を要求

20,000 ドルの減価償却資産の⼀括

⼩規模事業の減価償却資産の 20,000 ドルまでの⼀括損⾦算⼊は 2019 年 6 ⽉ 30 ⽇まで

損⾦算⼊

延⻑。

総額 245 億ドルのインフラ投資

120 億ドルの道路プロジェクト及び、80 億ドルの鉄道プロジェクト

不法たばこ密輸強化による 36 億ドル

たばこ密輸による脱税摘発強化

の税収増

税回収強化に向けた予算の配分

個⼈・法⼈からの未収税⾦の回収、地下経済のからの税回収を強化するため ATO に予算の配分

源泉徴収税優遇税率適⽤国の追加

豪州マネージド・インベストメント・トラスト（MIT）からの配当⾦について、15%の優遇源泉税率を
適⽤できる国を 2019 年 1 ⽉ 1 ⽇より追加予定。

MIT の 50%GST 割引を廃⽌

2019 年 7 ⽉ 1 ⽇よりマネージド・インベストメント・トラスト(MITs)と帰属 MITs(AMITs)は信託レベル
で 50%のキャピタルゲイン税(CGT)の適⽤が不可となる。
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経済情勢
2018/2019 の連邦予算: ⿊字予算への転換を睨みながらも、選挙への影響を考慮
連邦予算の発表前からキャンベラで囁かれていたとおり、今回の予算は明らかに選挙を意識したもの
となった。連邦政府にとって幸運にも徴収税額は急激に増加してきており、今回の連邦予算において
幾つかの好意的な施策を織り込む余地が⽣まれたといえる。
世界的な経済成⻑は近年の連邦予算における好意的な施策の背景となっている。企業や年⾦基
⾦は過年度の税務繰越損失を使い果たし始めており、オーストラリアは更なる税収が⾒込めるように
なっている。
これにより財務相は連なる３施策を織り込むことを可能にしたといえる。昨年のメディケア税増額のア
ナウンスメントを撤回し、今年の 7 ⽉からの所得税減税を織り込み、しかも連邦予算の⿊字化を⼀
年早めて実現することを予想している。
これだけに留まらず、連邦予算には様々な施策が織り込まれている。例えば、数多くのインフラ投資
案や公共医療施設への資⾦提供、新薬に関する PBS（医療品購⼊補助⾦制度）またはグレート
バリアリーフ保護など、枚挙に暇がない。
全体的な景気や連邦予算⾒通しは引き続き楽観的であるが、財務相は現在の景気が数年内に後
退するようなことがあれば、連邦予算の⿊字化は暗礁に乗り上げると警告している

Chris Richardson
Deloitte Access Economics

“It’s all about personal
income tax cuts
tonight, with Budget
repair now more reliant
on an improving
economy than on
tough policy decisions.”

好調な経済により連邦予算は引き続きポジティブ
オーストラリアは、世界経済の成長と最も強力かつ連動した経済成⻑の恩恵を受けてい
る。世界経済⾃体の成⻑は、ある程度オーストラリアの実質経済成⻑を達成するに貢献しているが、コモディティ価格の上昇は、更に国⺠所得の伸び
に貢献している。政府にとっては幸運な状況であり、予算にとってより重要なのは後者である。
財務相は、実質⽣産⾼は 2016/17 年の 2.0％の低⽔準から、2017/18 年には 2.75％、その後は 3.0％に回復し、勢いを増すと予想している。より
⾼い成⻑率により失業率が徐々に低下し、2021/22 年には 5.0％になると予想されている。
財政収⼊⾯にはさらに良いニュースがある。商品市況の上昇は、特に短期的に名⽬所得の伸びを押し上げる。財務相は特に国⺠所得の伸びを公開
していないが、類似指標である実質 GDP 成⻑率についての⾒通しを⽰している。
財務相は 2017/18 年の名⽬ GDP 成⻑率⾒通しを押し上げたが、2018/19 年はそれを引き下げた。2017/18 年の成⻑率は 4.25％、2018/19 は
商品市況の軟化により 3.75％に低下する⾒通しだ。クリスマスの直前に発表された予測と⽐較して、財務相は今、2017/18 年には経済規模が 130
億ドル拡⼤し、2018/19 年には 90 億ドル縮⼩すると予想している。
連邦政府の財政健全化
堅調な経済は連邦予算に多くの恩恵をもたらしている。企業からの税収は商品価格の上昇により期待を⼤きく上回り、世界的な⾦融危機で発⽣し
た税務損失を使い果たし始めた企業が増えている。この最後の要因は、特に重要である。数年間にわたる⽐較的⾼い企業純利益の成⻑の中であって
も、世界的な⾦融危機以来続いた弱い税収は、税務損失の存在が⼤きな要因であった。財務相は、法⼈税徴収の増加は、引き続き政府にとってギ
フトになると考えている。好調な経済は、MYEFO（年央経済・財政中間⾒通し）と⽐較して、2020/21 年までの歳⼊⾦額に 37 億ドルの追加を
もたらす⾒込みだ。総収⼊のほぼ半分を占める個⼈所得税に関しては、より複雑である。経済成⻑のために雇⽤が堅調に推移したことにより、収⼊の
予測が⼤幅に増加した。短期的には、これは弱い賃⾦の伸びが続いていることから幾分相殺されている。しかし、財務相は昨年 12 ⽉からの賃⾦予測
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を変更せず、2017/18 年には 2.25％、2018/19 年には 2.75％、2020/21 年と 2021/22 年には 3.5％への引き上げを期待している。 7 ⽉
1 ⽇に開始される減税とメディケア税の増加の取り消しを考慮しても、期待される個⼈所得税の歳⼊増加は引き続き維持される⾒込みである。
2019/20 年での財政の⿊字化
結論：税収の増加が、⿊字化への復帰の鍵となる。
連邦予算収⽀は 2016/17 年に急激に改善し、330 億ドルの⾚字なると予測されている。財務相は 2017/18 年には 182 億ドルの⾚字を予想し、
2018/19 年には 145 億ドルの⾚字、2019/20 年には 22 億ドル僅かな⿊字を予測している。この⿊字は 2020/21 年には 166 億ドル、2020/21 年に
は 166 億ドルとなる⾒込みだ。2020/21 年までの 4 年間で、これは約 120 億ドルの MYEFO からの全体的な改善である。
より短期的な予算⾒通しは、政府の純負債が 2017/18 年 GDP の 18.6％となり、昨年の MYEFO よりもやや改善している。
⿊字への転換は、ほとんど全てが歳出の削減ではなく、歳⼊の増加によるものである。 2017/18 年の予算では、政府は⾔うなれば、プラン A を廃⽌
し、⽀出削減によって余剰を達成した。代わりに、新しい銀⾏賦課⾦やメディケア税の引き上げなど、より⾼い税⾦による連邦予算の修正を⾏って、プ
ラン B を選択した。
このテーマは 2018/19 年も継続しており、経済成⻑が⿊字転換のドライバーとなっている。
仮にプラン B が新しい増税に頼っていたとするなら、今回の予算プラン C は、税収の増加が⿊字予算に戻すのに⼗分であり、増税よりも減税で⿊字を
達成することを⽰唆している。
新しい計画はうまくいくかもしれないが、経済的および予算的条件が脆弱である。経済が停滞すると、予算の⾒通しはそれに沿って軟化するだろう。そし
て、約束されたが、実現しなかった⿊字転換への復帰は、さらに⻑びくかもしれない。
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Individuals

08

個⼈所得税
個⼈所得税減税
連邦政府は個⼈所得税減税の 7 年計画を発表した。
低・中所得者への租税控除の導⼊
2018/19 年度から 2021/22 年度にかけて、低・中所得納税者に対し最⼤で年間 530 ドルの
低・中所得者所得控除(LMITO)を導⼊予定である。
LMITO は、個⼈所得税申告書の申告後に査定を通じて控除される予定。

課税所得($)

控除上限

37,000 まで

最⼤ 200 ドル (詳細は追って公表)

37,000 から 48,000

200 ドル に加えて 37,000 ドル以上の所得に対し 1
ドル当たり 3 セント⽀給

48,000 から 90,000

530 ドル

90,000 から 125,333

530 ドル より 90,000 ドル以上の所得に対し 1 ドル
当たり 1.5 セント減額

LMITO は既存の低所得者税額控除（Low Income Tax Offset）に追加される恩恵であり、豪州
居住者に限られる。

Shelly Nolan
Global Employer Services

“The decision to grant
modest personal tax cuts
will be welcomed by low
and middle income
earners. The slow
trajectory of the cuts
satisfies the need for
Budget restraint, whilst at

メディケア税・メディケア税サーチャージ
2019 年 7 ⽉ 1 ⽇からメディケア税の税率を課税所得の 2%から 2.5%に引き上げるとした 2017/18
年度連邦予算案の対策を、実施しないこととした。

また、フリンジベネフィット税率など、個⼈の所得税最⾼税率に付随したその他の税率に対する変更
も実施しない。
メディケア税⾮課税枠の拡⼤
低所得者向けメディケア税⾮課税枠を 2017/18 年度から拡⼤予定。
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the same time providing
relief for bracket creep.”

所得税の簡素化（中所得者向けのブラケット・クリープの解消）
個⼈所得税の税率、⾮課税枠は以下の通りとなる。
税率 (％)

現在の税務基準額所得範囲
($)

2018 年 7 ⽉ 1 ⽇より適⽤

2022 年 7 ⽉ 1 ⽇より適⽤

2024 年 7 ⽉ 1 ⽇より適⽤

新税務基準額所得範囲($)

新税務基準額所得範囲($)

新税務基準額所得範囲($)

Tax free

0-18,200

0-18,200

0-18,200

0-18,200

19

18,201- 37,000

18,201-37,000

18,201-41,000

18,201-41,000

32.5

37,001- 87,000

37,001-90,000

41,001-120,000

41,001-200,000

37

87,001 – 180,000

90,001-180,000

120,001-180,000

-

45

>180,000

>180,000

>180,000

>200,000

37%の所得税区分は、2024 年 7 ⽉ 1 ⽇から廃⽌される。また、税率 32.5%の所得税区分の適⽤上限が 2024 年 7 ⽉ 1 ⽇より、12 万ドルから 20
万ドルに引き上げとなる。
これに加えて、2021/22 年度以降、LMIO は廃⽌され、低所得者税額控除（Low Income Tax Offset）は 445 ドルから 645 ドルへと引き上げられ
る。増加する低所得者税額控除は、37,000 ドルから 41,000 ドルの所得からは 1 ドル当たり 6.5 セントの減額、41,001 ドルから 66,667 ドルの所得か
らは 1 ドル当たり 1.5 セントの減額がされる。
コンプライアンス活動のための ATO 資⾦の追加
政府は 2018 年 7 ⽉より、個⼈納税者とそのタックスエージェントを対象としたコンプライアンス活動強化のために、1 億 3,080 万ドルを ATO に投⼊す
る。本措置は、所得マッチング、追加の監査や起訴を含む新たなコンプライアンス活動への資⾦提供、教育・ガイダンス教材や所得税申告書プリフィリ
ングの改善、更には、リスクの⾼い納税者やそのタックスエージェントからの控除申請などといった権利を過⼤⾏使するタックスエージェントや個⼈納税者
に対するリアルタイムメッセージの改善などを提供することとなる。

国家安全保障機関への投資
今年度連邦予算案は、⼊国審査向上のためのビザシステムのアップグレードに 1 億 3 千万ドルを投⼊する。
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Business Tax
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法⼈・ビジネス税務
公⽰済み施策
連邦予算案ではこれまで公⽰された以下の施策については継続して取り組むと発表された。
•

連結納税制度の⾒直し （2018 年 3 ⽉ 22 ⽇公⽰）;

•

⾦融取引に対する課税制度（2017 年 12 ⽉ 22 ⽇公⽰）;

•

マネージド・インベストメント・トラスト(MITs)等を利⽤した投資ストラクチャーについての課税
（2018 年 3 ⽉ 27 ⽇公⽰）

キャピタルゲイン税の減税：マネージド・インベスト・トラスト
マネージド・インベストメント・トラスト(MITs)と帰属 MITs(AMITs)は信託レベルで 50%のキャピタルゲイ
ン税(CGT)の割引の適⽤ができなくなる。この措置は 2019 年 7 ⽉ 1 ⽇からの⽀払いに適⽤される。
この措置は、CGT 割引の権利を持たない受益者が、信託を通じて CGT 割引の恩恵を受けることを
防ぐためのものである。この場合キャピタルゲイン税は、受益者が MITs や AMITs を通さずに直接投
資されたかのように、受益者に課税される。
但し、MITs や AMITs が直接投資を⾏い CGT 割引の権利を持っている場合は、依然として CGT
割引が適⽤される。
更地保有における経費の控除を否認
2019 年 7 ⽉ 1 ⽇より、課税所得を得ることを⽬的としていない更地の保有に関しては利息など経
費の控除を認めないこととなる。

Brett Greig
Business Tax Services

“To its credit and
despite expending
significant political
capital to do so, the
Government remains
committed to
legislating the second
tranche of company
tax cuts for large
business.”

今回の改正により、空地を住宅建設やその他の開発⽬的に利⽤させない「Land Banking」に対する
税務上の優遇措置も縮⼩される。
同改正は住宅建設⽤及び商業開発⽤の更地に対して適⽤されるが、実質事業運営に活⽤しているか否かを判断する「carrying on a business」テ
ストは商業開発⽤の更地には適⽤されない。
同改正により控除申告できなくなった費⽤は将来の財政年度に繰越すこともできない。ただしそのうちの、借り⼊れ費や地⽅税（council rates）など
他の税法規定により通常コストベースの⼀部に算⼊されるべき費⽤に関しては、当該⼟地の売却時のキャピタルゲイン税算定に際してコストベースに算
⼊できる。⼀⽅、同改正により控除申告できなくなった費⽤で通常コストベースの⼀部に算⼊されないものに関しては、キャピタルゲイン税算定時にもコ
ストベースには算⼊できない。
なお、今回の改正は下記条件の成⽴後に発⽣した⼟地保有費⽤に関しては適⽤されない：
・当該⼟地に建物が建ち、⼊居者によるその建物の占有に必要な許認可が下り、且つその建物は賃貸可能な状態となっていること、または
・所有者が当該⼟地を事業経営⽬的（第⼀次産業を含む）に使⽤していること
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法⼈税率
連邦政府は以前に発表した 2026/27 年までに法⼈税率を 25%までに下げる減税施策を引き続き⾏う予定である。
2017-18

2018-19

2018-19
through
to
2023-24

2024-25

2025-26

2026-27

$10 m

$25 m

$50 m

$50 m

$50 m

$50 m

軽減率適⽤企業税率

27.5

27.5

27.5

27.0

26.0

25.0

その他企業税率 *

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

法⼈税率

軽減税率年商上限

*現在軽減税率が全ての企業に適⽤できるように新法案が審議中

免税事業体への優遇融資
2018 年 5 ⽉ 8 ⽇より後に課税対象となる免税事業体は、優遇融資の元本の返済に起因する経費控除が申請できなくなる。
⾦融取引税制と、課税対象となる免税事業体のみなし市場価値を扱う規則との間に予測不能な相互作⽤が⽣じることにより、経費控除が発⽣して
いたが、課税対象となる免税事業体が締結した優遇融資は、通常の商取引の条件に基づいて締結されたものとして再評価されなければならなくなる。
企業監査⼈に対する規則
連邦政府は今後 4 年間にわたり 220 万ドルの予算を豪州投資委員会（ASIC）に配分し、上場企業の財務報告書の開⽰情報の向上を⽬論む
予定。
所得税、年⾦未納⾦
連邦政府は豪州国税庁（ATO）に 1.337 億ドル の予算を配分し、所得税、年⾦の回収を⽬論む予定。
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International Tax
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国際税務
過⼩資本税制 — 資産の評価、及び連携納税企業
これまで過少資本制度においての資産の評価額は財務報告書との整合性を求められていなかった
が、2019 年 7 ⽉ 1 ⽇以降に開始する課税年度においては、すべての事業体は過⼩資本⽬的にお
ける資産価値を財務報告書における資産価値に準拠させなければならない。
⼜、外資によってコントロールされている連結納税グループと姉妹グループは、同様に外国企業体を⾃
らコントロールし、過⼩資本⽬的のための外部および内部の投資ビークルとして扱われる。この措置
は、2019 年 7 ⽉ 1 ⽇以降に課税年度にも適⽤される。この変更は、インバウンド投資家が海外へ
の投資家だけを対象とするテストにアクセスできないようにするためのものである。
重要グローバル企業定義の拡⼤
「重要グローバル事業体」（SGE）の定義は、⾮上場企業、信託、パートナーシップ企業を筆頭とした
⼤規模な多国籍企業のメンバー企業を含むよう改正される。また、投資会社が率いる企業グループも
含まれる。
現在の定義は、上場企業、または連結財務諸表の提供が必要な⾮上場企業が率いる企業グルー
プにのみ適⽤されている。
この措置は、SGEの親会社が事業体を意図通りに運営しているかどうかを判断する権限を、コミッショ

Claudio Cimetta
International Tax

”International tax steps
out of the Budget
spotlight this year.
However, the ATO is
actively administering
a range of measures
announced in recent
years”

ナーが持つことを確実にするもの。
SGEの定義は、国別報告書を作成する事業体か否か、多国籍企業租税回避防⽌法（MAAL： multinational anti-avoidance law）や迂回利
益税（DPT：diverted profits tax）などの多国籍企業関連法に適⽤される事業体か否かを認識する根拠となる。
この措置は、2018年7⽉1⽇以降に開始される所得年度に適⽤される。

国際税務に関する情報交換国リストの更新
連邦政府は豪州マネージド投資信託（MITs）からの特定の配当⾦について、30％のデフォルトレートではなく、15％の源泉税率が適⽤できる資格を
有する国のリストを更新する。
リストにある国は、納税者情報をオーストラリア政府と共有する法的関係を確⽴した国。今回の更新により、2012年以降に情報共有協定を締結した
56カ国･地域が追加される予定。
この措置は、オーストラリアと情報共有契約を結んでいる国の居住者にのみ源泉徴収税率を提供することにより、MIT源泉徴収税制の運⽤を⽀援し、
2019年1⽉1⽇より施⾏される予定。
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デジタル経済対策
OECD によるデジタル化に伴う経済対策が 2018 年 3 ⽉ 16 に発表されたが、連邦政府としても OECD と協⼒して対応していう予定である。近々
ディスカッションペーパーが発⾏される予定。
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Small business

17

中・⼩企業税務
$20,000 即時償却の適⽤期間延⻑
年間合計売上が 1,000 万ドル未満の事業者は今後 12 か⽉間引き続き中⼩企業向けの即時減
価償却制度を利⽤でき、従って 2019 年 6 ⽉ 30 ⽇までに取得し且つ取り付けなどが完了して利⽤
可能な状態となった 2 万ドル未満の資産はその全額を当該会計期間の減価償却費として控除でき
る。
⼀⽅、中⼩企業向けの加速償却制度に変更はなく、従って 2019 年 6 ⽉ 30 ⽇までに取得し且つ
取り付けなどが完了して利⽤可能な状態となった 2 万ドル以上の資産（単⼀資産またはグループ資
産として認定すべき⼀連の資産）は同⼀のプーリング枠にまとめて 1 年⽬に 15％の加速償却率を
適⽤する。加えて、中⼩企業が 2018 年 7 ⽉ 1 ⽇時点で計上している合計 2 万ドル未満の減価
償却枠（Pool）に関しても、 2018/19 年財政年度中にその全額を即時償却できる。
ディビジョン７A 規制の厳格化
1936 年所得税法（ITAA 1936） のディビジョン 7A に関連して、私有企業が受益者として⾃⾝と
関連する信託をから信託⾦を受け取る権利を有する場合、まだ受け取っていない⾦額にあたる未払
い信託⾦（UPE）に対してどのような状況下で当ディビジョンが適⽤されるかについてより明確な条
件を⽰す改正が予定されていたが、改正内容は 2019 年 7 ⽉ 1 ⽇から施⾏することになった。
同法のディビジョン 7A は租税回避対策として、私有企業から当該企業と関連する納税者に信託

Spyros Kotsopoulos
Deloitte Private

“The Government
continues its’ focus on
easing the burden on
small business with an
extension to the
instant asset write off
for a further 12 months
to 30 June 2019.”

⾦が⽀払われた場合、同ディビジョンの除外規定を満たす貸付⾦等を除いて配当⾦として課税する
旨の規定である。
同規定により、UPE は当該私有企業からの貸付⾦として貸付契約に基づいて返却するか、配当⾦に準じて課税対象として申告する必要がある。
同ディビジョン 7A の改正は 2018 年 7 ⽉ 1 ⽇から施⾏される予定だったが、2019 年 7 ⽉ 1 ⽇まで延期された。なお 2016/17 予算案中の「法⼈税
改⾰ 10 年計画」として発表した改⾰計画によれば、ディビジョン 7A に対する全ての修正案は 1 つのパッケージとしてまとめて進められる予定である。
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Infrastructure
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インフラストラクチャー対策
新規インフラ投資へのコミットメント
予算案では、連邦政府はすべての州・準州・特別区で実施される新規の主要交通インフラプロジェク
トとイニシアチブに対し、総額 245 億豪ドルを拠出する。これらのプロジェクトとイニシアチブは、
2018/19 年〜2027/28 年にわたって予定されている総額 750 億豪ドルの国内のインフラ開発計画
の⼀環で、出資は助成⾦、融資、株式投資の組み合わせにより⾏われる。
国家プロジェクトは以下の通り：
•

戦略的重要性のある道路：35 億ドル。内訳は、ノーザン・オーストラリア・パッケージ（15 億ド
ル）、タスマニアン・ロード・パッケージ（４億ドル）、NSW 州と ACT の バートン・ハイウェイ・コリ
ドー・パッケージ（１億ドル）、将来の優先プロジェクト（15 億ドル）

•

都市部渋滞緩和ファンド（10 億ドル）

•

メジャー・プロジェクト・ビジネス・ケース・ファンド（２億 5,000 万ドル）

予算案に登載されている主要プロジェクトは以下の通り：
ＮＳＷ州
•

コフス・ハーバー・バイパス⼯事（約 10 億ドル）

•

シドニー・ポート・ボタニーの鉄道路線の複線化（4 億ドル）

•

ナウラのショールヘブン・リバーの橋梁⼯事（1.6 億ドル）

ＶＩＣ州
•

メルボルン空港鉄道（50 億ドル）

•

ノース・イースト・リンク・プロジェクト（18 億ドル）

•

モナッシュ地区への鉄道延伸⼯事（５億ドル）

ＱＬＤ州
•

ゴールドコースト近郊の M1 の改修（10 億ドル）

•

ノースコースト鉄道路線の複線化（4 億ドル）

ＷＡ州
•

州内道路整備事業（17 億ドル）

•

パース・メトロネット・プロジェクト（11 億ドル）

ＳＡ州
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•

アデレード・ノース〜サウス・コリドー（12 億ドル）

•

ゴーラー鉄道路線の電化⼯事（2.2 億ドル）

•

ポート・オーガスタ地区の複線化（1.6 億ドル）

Luke Houghton
Infrastructure and Transport

“Infrastructure
spending was a clear
winner in this year’s
Budget, and will in the
short term provide a
further boost to the
already buoyant
construction sector.
The longer term impact
on economic output,
however, will be
shaped by the quality
of the committed
projects. The State and
Territory Governments
will have to find other
funds to plug the gap
or match the Federal
Government’s
commitments.”

ＴＡＳ州
•

ホバート橋梁の架替⼯事（４.6 億ドル）

•

モナロ・ハイウェイの改修（1 億ドル）

•

ノーザン・オーストラリア・ロード・プログラム（2.8 億ドル）

ＡＣＴ

ＮＴ

プロジェクトの進捗と合致させるための、プログラム助成⾦の⾒直し受け、インフラ投資プログラムに関する拠出額は、2018/19 年に３億 7,100 万ドル減
少する⾒込み（その後、2021/22 年までの４年間に 12 億ドル増加）。
予算案ではこのほか、ＮＳＷ州とＶＩＣ州が電⼒公社スノーウィー・ハイドロの発電量拡張計画のために受け取る補助⾦（ＮＳＷ州：42 億ドル、
ＶＩＣ州：21 億ドル）について、それぞれの州の利益性の⾼いインフラに投資されるとしている。
その他のインフラ拠出は以下の通り：
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•

ナショナル・リサーチ・インフラ（向こう 12 年間、追加で 19 億ドル）

•

ＧＰＳの改善（2.3 億ドル）

•

国⽴航空宇宙研究機関の設⽴と国内の航空宇宙産業の促進⽀援（0.4 億ドル）

•

パースのポーセイ・スーパーコンピューティングセンターと、オーストラリア国⽴⼤学のナショナル・コンピュテーショナル・インフラ施設の改修

Investment and innovation
incentives
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投資、イノベーション・インセンティブ
R&D 税制優遇措置の変更
年間控除額上限設定
2018年7⽉1⽇から始まる課税年度より、R&D税控除を申請する⼩企業への最⼤還付額を、会計
年度当たり400万ドルを上限とする。R&D税控除を申請する中⼩企業は、年商2,000万ドル以下の
企業とする。
R&D 控除額の変更
R&D税控除算定の変更は、個々の企業の「R&Dインテンシティ割合」に基づく。R&Dインテンシティ Greg Pratt
割合は、企業の全⽀出に対するR&D関連⽀出の割合を基にする。R&Dインテンシティ割合が低け Global Investment & Innovation
れば、利⽤できる最⼤税控除額も低減される。（詳細は英語版アラートを参照）
現在、企業がR&D税控除のために申請できる加速率には制限がある。制限を超えても、R&D税控
除を申請できるが、申請企業の所得税率に準じたものとなる。予算案では、税控除対象となるR&D
⽀出額の上限が、年間1億ドルから1億5,000万ドルに引き上げるとされている。
年商2,000万ドル以上の企業
現⾏:年間で最低2万ドルのR&D税控除に対し、返⾦不可の38.5%の控除が可能。

Incentives (Gi3)

“The R&D benefit for
many low intensity
R&D industries will be
reduced going forward,
with a focus on
incentivising more
intensive industries”

計画:R &Dインテンシティ割合と法⼈税率に応じた4段階の返⾦不可の税控除
年商2,000万ドル未満の企業
現⾏:年間で最低2万ドルのR&D税控除に対し、返⾦不可の43.5%の控除が可能。
計画:法⼈税率に13.5%ポイント⾜した割合を返⾦可能税控除額とする。これは幾つかの企業にとって、返⾦可能控除額の割合が43.5％で変わらな
いことを意味する。しかし、法⼈税率が27.5％の「基礎割合企業」の返⾦可能税控除の最⼤割合は41％となる。また、利⽤できる還付額の上限を
400万ドルとする。同額を超える還付額については、翌年の会計年度に持ち越される。
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Black economy

24

地下経済対策
徴税の完全化 – 地下経済対策チーム
政府は地下経済対策チームに関する最終レポートを発表した。
課税対象⽀出の報告システムのさらなる拡充
現在すでに課税対象⽀出報告システム（TPRS）が適⽤されている建設請負業、清掃、輸送業に
追加して、2019 年 7 ⽉ 1 ⽇から、ＴＰＲＳを以下の業種にも拡⼤する。
•

セキュリティ・サービス、興信所

•

陸運業

•

コンピューター・システム・デザインとその関連サービス

ＴＰＲＳの下、企業は、年度内に契約相⼿に⽀払った⾦額全てを税務局に報告する義務を負う。
ＴＰＲＳは税務局に向けての追加報告で、年次報告の形式で提出し、従業員に⽀払った給与や
賃⾦に則して記載する。2019 年 7 ⽉ 1 ⽇始まりの年度から適⽤が開始される業界の初回の年次
報告は 2020 年 8 ⽉となる。
現⾦収受による取引⾦額に上限を導⼊
記録が残りにくい現⾦収受は、脱税や犯罪の資⾦洗浄として利⽤されることがある。政府は、地下
経済対策チームの勧告を受け、2019 年 7 ⽉ 1 ⽇から、企業が現⾦で受け取れる⾦額を 10,000 ド
ル未満に制限する。 ⾦融機関を通した取引や、企業を介さない消費者間の取引には影響しない。
税規則不履⾏による税控除の取り消し

David Watkins
Tax Insights & Policy

”The Government’s
Black Economy
announcements
represent a shift in
focus to address tax
and other risks in a
growing, but until now,
overlooked sector of
the economy.”

2019 年７⽉１⽇以降、企業は以下の⽀払項⽬に該当する場合、税控除を受けることができなく
なる。
•

源泉徴収が必要にもかかわらず、それが⾏われていない従業員へ⽀払われた給与

•

ABN を申請していない契約業者への⽀払い、または源泉徴収が義務付けられているにも
関わらずそれを⾏っていない業者への⽀払い

連邦調達プロセスの完全化
2019 年７⽉１⽇以降、連邦政府の調達プロセスに GST 込みで４百万ドル以上の⼊札を⾏おうとする企業は、納税義務の履⾏証明を含む
ATO 発⾏の証明書を提出しなくてはならない。
2018/19 年度から 4 年間にわたり、政府は ATO に当該調達政策にかかわるシステム構築とコンサルティングを⽬的として 920 万ドルの歳出を⾏
う。
ATO による執⾏
政府は地下経済撲滅を⽬的とした計画の強化およびその推進のため、以下の分野に 318.5 万ドルの歳出を⾏う。
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•

新機動部隊

•

監査の可視性向上

•

地域住⺠による通報を⽬的とした地下経済ホットラインの設⽴

•

政府データの解析⼒向上

•

教育啓蒙活動

多機関横断対策チーム⽴ち上げ
政府は複数機関を横断した地下経済対策チームを ATO に統率させることを⽬的とした 3.4 百万ドルの歳出を⾏う。当該対策チームは、複数機関横
断的アプローチにより、地下経済の撲滅を⽬指す。
さらに、政府は 2018/9 年度以降、5 年間にわたり財務省に対して 1,230 万ドルの歳出を⾏い、政府全体で地下経済対策勧告案への対応実施
を⽬指す⽅針。歳⼊⾦融サービス⼤⾂は近く、対応実施チームによる数多くの活動に関する諮問⽂書を発表する予定。
オーストラリアのデジタル化未来の実現 — 企業登記の近代化
政府は追加の歳出を⾏い、より詳細な企業登記情報管理を可能とする登記システムの近代化を⽬指す考え。
Australian Business Number（ABN）の新たな規制枠組みに関する諮問
政府は現⾏の ABN システムの規制枠組み刷新を⽬的とした諮問を⾏う考え。
債務逃れを⽬的として設⽴された違法企業や、税法を逃れる仕組みで事業を⾏う地下経済を取り締まる為の改⾰
政府は会社法と税法を改⾰し、税務を逃れる⽬的で設⽴された違法企業（フェニックス企業）による活動を防⽌するための⼿段の提供を⾏う。⼀連
の改⾰の内容は以下の通り。
•

違法なフェニックス企業活動を⾏ったり推進したりする者を取り締まるための、違反項⽬の新たな導⼊

•

取締役による、債務や訴訟を逃れることを⽬的とした遡及的辞任⽇不正操作の防⽌措置

•

会社に取締役が存在しない状況を避けることを⽬的とした、取締役の辞職権限の制限

•

債権者による、外部管財⼈の指名、除名、交代に関する指名権限への制限

•

取締役罰⾦制度（ＰＡＹＧ源泉徴収および年⾦保障要件を満たせない経営者が追う責任）を、⼀般消費税、⾼級⾞税、ワイン平衡
税の納税にも拡⼤し、取締役が企業の負債に対して個⼈的に責任を追うようにする

•

税務局の権限を拡⼤し、未納税がある場合には払い戻しを保留できるようにする

不正なたばこの取引に関する新たな対策制度
政府は不正なたばこを取り締まるため、以下の新たな取り組みを発表した。
•

国境管理局の統率による複数関係機関横断的対策チームの設置

•

輸⼊たばこへの課税は現在タバコが認証倉庫から国内市場に提供される時点で⾏われている。2019 年 7 ⽉以降は、輸⼊たばこは本邦
⼊国時点で関税その他の税債務が発⽣することとなる。
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•

2019 年 7 ⽉以降、タバコの輸⼊は許可制とし、許可のないタバコ輸⼊は違法⾏為となる。

•

ATO は国内の不正タバコ対策およびそれにかかわる物品システム改善の為、追加財源を受ける。

Indirect tax
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間接税
海外のホテル運営業者への GST 適⽤拡⼤
2019 年 7 ⽉ 1 ⽇より、オーストラリアでホテルを運営する海外業者は、国内の運営業者と同様に、
売り上げに対する GST の⽀払いが義務化される。
現⾏では、オーストラリアで GST 登録を⾏なっている法⼈と異なり、海外のホテル運営業者はホテルの
売り上げに対する GST 課税が免除されている。これは、こうした業者が、宿泊費の卸値に上乗せする
⾦額について、GST 登録を⾏い、消費者に課税する必要がないことを意味する。
海外で改修後に再輸⼊される⾞両への⾼級⾞税の廃⽌
2019年1⽉1⽇より、海外で改修後にオーストラリアに再輸⼊される⾞両について、⾼級⾞税の課税
を廃⽌する。
現⾏ではオーストラリアで改修された⾞両に⾼級⾞税は適⽤されない。しかし、改修⽬的でオーストラ
リアから輸出され、その後再輸⼊された⾞両については、該当する⾼級⾞税の下限を⾞両価値が超
える場合は課税対象となる。
.
アルコール税におけるリファンドと税率引き下げ
アルコール税リファンドの財源は、2019年7⽉1⽇より、現在の年度当たり3万ドルから10万ドルに引き
上げられる。リファンド額は、⽣ビールや、サイダーなどその他の発酵酒の国内醸造者、蒸留酒製造
者、⽣ビール製造者に対し引き上げられる。
国内の⽣ビール醸造者には、これに加え、⼩型の樽へのアルコール税率引き下げが適⽤となる。現⾏
では、低率のアルコール税は48リットル以上の⼤型の樽が対象となっている。この優遇税率の対象範
囲は、8リットル以上の樽まで引き下げられる。

28

John Koutsogiannis
Indirect Tax

“Having made several
changes to the GST law
in the past year or two
to protect GST revenue
in relation to imports,
real property and
precious metals, the
Government is now
focusing its attention
on addressing black
economy threats to
indirect tax collections,
and also providing
some excise assistance
in the small business
sector.”

Superannuation
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退職年⾦
連邦政府はいくつかの退職年⾦制度の規定への緩和を導⼊した。
最近退職した年⾦加⼊者に対する雇⽤状況審査の免除
65〜74 歳で年⾦積⽴残⾼が 300,000 ドル未満の退職年⾦基⾦加⼊者は、雇⽤状況要件を満た
せなかった最初の年は、任意積⽴分への課税控除についての雇⽤状況審査が免除されるという措
置が、2019 年 7 ⽉ 1 ⽇から導⼊される。
⾃⼰運⽤年⾦とオーストラリア諮問機関(APRA)基⾦への加⼊上限⼈数を増加
2019 年 7 ⽉ 1 ⽇より、政府は⾃⼰運⽤年⾦また、オーストラリア諮問機関(APRA)基⾦ への新た
に加⼊、またはすでに加⼊している⼈数の上限を 4 ⼈から６⼈に引き上げる。
この⽬的は退職基⾦のマネジメントに柔軟性をもたせるためであり、特に家族が⼤きい加⼊者を対象
としている。
優遇上限枠の故意ではない違反の防⽌
複数の雇⽤主の元で就労している個⼈で、意図的でなく、年間の拠出⾦の総額が優遇上限枠の
25,000 ドルを超えてしまうことを防ぐための⽅策を発表した。
年収が 263,157 ドルを超え、かつ、複数の雇⽤主の元で就労している個⼈は、2018 年 7 ⽉ 1 ⽇
から、特定の雇⽤主からの賃⾦を、年⾦保障（ＳＧ）の対象とならないように指定することができ
る。
⼀部の⾃⼰運⽤年⾦にたいする毎年の監査に対する緩和
2019 年 7 ⽉ 1 ⽇から、以前から記録の管理やコンプライアンス上問題のない⾃⼰運⽤年⾦は、毎
年の監査を依頼する必要がない。その代り、3 年毎に監査を依頼する必要がある。
この対象となるには⾃⼰運⽤年⾦の保持者は、3 年間の監査記録が必要であり、また期限通りに

Meghan Speers
Superannuation - Tax

“After the significant
level of changes to the
superannuation regime
in 2016, the
Government has taken
the opportunity to both
relax some of the rules
to make
superannuation more
accessible and put in
measures to protect
superannuation
balances.”

年⾦申告書を提出している必要がある。政府はこれを利害関係者と相談の上速やかな導⼊を予定
している。
Superstream への⾃⼰運⽤年⾦データの移⾏
前回の予算発表で、政府は Superstream（退職年⾦の電⼦データ管理業務改善施策）は⾃⼰運⽤年⾦のデータ移⾏を含めると発表した。これ
は、⾃⼰運⽤年⾦保持者にとオーストラリア諮問機関（APRA）基⾦との間で電⼦的にデータの移⾏を受けることを可能にする。
またその他いくつかの⽅策の導⼊が⽀払い期限が来る前の年⾦基⾦のバランスの崩壊からの防⽌と保護のために発表された。
退職年⾦基⾦に付帯する保険の変更
退職年⾦基⾦内に設定されている各種保険は、従来は加⼊と同時に付帯する仕組みになっていたが、以下の条件に該当する加⼊者についてはオプ
ションとする。
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•

残⾼が少ない（6,000 ドル未満）加⼊者

•

25 歳未満の加⼊者

•

⼝座に 13 カ⽉以上⼊⾦がなく、現在運⽤されていない⼝座の保持者

退職に関する⾦融商品への理解
政府は退職年⾦基⾦の加⼊者が退職所得を有⽤に活⽤するための⽅針を⽴てることを必須とする退職要件を導⼊するために Superannuation
industry Act 1993 を⾒直す
政府は退職所得の⽀払いをする⼈向けに、退職基⾦への加⼊者へがより良い決断をできるように、レポートの簡素化と⾦融商品の開⽰の基準の統⼀
化を図る要件の導⼊を予定し、Corporation Act2001 も⾒直す予定である。
⼥性の⾦融に対する知識の改善
2018/2019 年には、政府は Australian Securities and Investments Commission に⼥性の⾦融に対する知識を⾼めるための補助⾦ 1,000 万ド
ルを割り当てるとする。
個⼈の任意積⽴に対す税控除の整合性を向上
個⼈の所得税申告書には変更が加えられ、納税者が任意で納めた年⾦に関して税控除を申請する場合に「控除申請意図の通知（ＮＯＩ）」を
提出するという要件を満たしていることを確認するためのチェックボックスが設けられる。
年⾦活動に対する費⽤の回収
オーストラリア税務当局によって⾏われてきた年⾦基⾦のこれまでの費⽤をすべて回収するために、2018/2019 年から 4 年間かかけて、Financial
institutions supervisory levies を増やすことによって、3,190 万ドルの追加収益を予定している。
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Education and training
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教育
2018/19 年予算は、既存の教育政策路線を取り纏めるものであり、どの程度の⾦額を教育につぎ
込むのかという視点から、教育の質、そして学⽣のための成果へと政府が注⼒する視点が変化してい
る。
早期児童教育
2018 年 7 ⽉ 2 ⽇から導⼊される新しいチャイルドケア・パッケージによって、既存の 2 つのチャイルド
ケア⽀払制度が変更される。
早期児童教育に対する⽀出を 2019 年末までに⾏うことを予算にて再確認している。
オーストラリア早期語学修習（Early Learning Languages Australia）プログラムのため、追
加の 1,180 万ドルが拠出される。
職業教育と訓練
2022 年 6 ⽉末までの今後 4 年間に渡って、オーストラリア政府は⾒習制度を⽀援している
Skilling Australians Fund に 12 億ドルを拠出する。
⾼等教育
2018/19 年予算は多くの新しい取り組みが含まれている。⾼等教育ローンプログラムへの提供者に
対して、⼀部のコストを政府が負担することが 2019 年 1 ⽉ 1 ⽇より実⾏されることが発表された。
これには、⾼等教育費⽤負担制度のローンプログラムに対する年経費と申請料が含まれる。
地⽅⼤学の数が限られていることを受けて、追加の教育機会を確保すべく地⽅⼤学キャンパスへの
投資が予算の⼀環で発表された。既に発表されている 2017/18 年予算を基に、政府は地⽅にお
ける準学⼠へのアクセスを拡⼤するため追加の 2,820 万ドルを、地⽅の学⼠号の学⽣のために追
加の教育場所を確保するため 1,400 万ドルを拠出する。
また、2016 年国⽴インフラ研究ロードマップで⽰されたインフラ投資研究計画のため、政府は
2017/18 年から 12 年間に渡って、追加の 19 億ドルを拠出する。
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Colette Rogers
Education and Training

“This year’s Budget
consolidates the
Government’s existing
stance on funding
reform across the
education sector.
In doing so, the
Government is
continuing its shift in
focus, from how much
we spend on
education, to the
quality of education,
and the outcomes for
students.”

Health & human services
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ヘルスケア関連
予算レポートの要旨
本年度予算においては、次の重点 3 項⽬を含むヘルスケア分野への⼤型歳出が発表された。
•

⽼年者⽀援‐⾼齢化する社会を⾒据え、⾼齢者が施設に収容されることなく⾃宅で⾃⽴して
⻑⽣きできることを⼿助けするための広範囲にわたる政策

•

若年及び壮年者への精神衛⽣ケア

•

GP サービスへのサポート、病院財源⽀援、医薬品供給拡充および医療発達のための研究⽀援
などの含むヘルスケアの核⼼分野

⽼年者⽀援
本年度予算の発表に先⽴ち、⽼年者⽀援分野への歳出拡充はすでに発表されていたものの、今回
発表されたその具体的な規模と中⾝は予想を超えるものとなり、⽼⼈が⾃宅とコミュニティーに近いと
ころで⾃⽴して⽣活することの重要性が強く認識されている。明記はされていないものの、本予算では
他国同様に⾼齢化するオーストラリアの⼈⼝構成とそれに伴う影響を認識したものとなった。
これに加え、⾼齢者にとっては健康維持および⾼い幸福度合いの両⾯において、⾃宅での⽣活がよ
りよいものであるとする多くの研究結果がある。この達成を⽬指そうとする政策はポジティブと考えてよ
い。
政府は⽼齢者⽀援パッケージを含む多くの⽀援事業（在宅ケアやソーシャルケア分野）に投資を⾏
ってきた。⽼齢者の孤独を防ぐ、⾼齢者の精神的ケアの実施、地⽅都市や遠隔地在住者の⽀援、
遠隔原住⺠コミュニティーにおける安全な⾼齢者福祉サービス、⾼齢者が可能な限り⾼度なサービス
を受けられるようにするための⾼齢者ケア品質安全委員会の設⽴、My-Aged Care オンラインシス
テムの改善などがこの投資分野に含まれる。
メンタルヘルス
メンタルヘルスは極めて重要であり、時に⾒落とされていることがある。⾃殺防⽌、メンタルヘルス研
究、⾼齢者ケアおよび国⽴メンタルヘルスおよび⾃殺防⽌計画（the Fifth National Mental
Health and Suicide Prevention Plan）を進めるため、政府は追加の 3 億 3810 万ドルをメ
ンタルヘルス基⾦へ投資している。
核⼼的ヘルスケア分野
政府はメディケアに 48 億ドルの追加投資を⾏う。昨今発表されたメディケアについたの独⽴レビューの
結果、遠隔地における腎透析や前⽴腺がん検診の為の MRI、新⽴体技術を⽤いた乳房エックス
線撮影および嚢胞性繊維症への新たな診療⼿当の⽀出が⾏われることとなる。また、ファーマシューテ
ィカルベネフィットシステム (PBS)を通じて、数多くの救命薬への追加⽀出が⾏われる予定。
政府は５ヵ年国家保健合意に基づいて、毎年全州と地域における公⽴病院に、追加的で３００
億ドルの財源⽀援を⾏う。2020/21 年から 2024/25 年にかけては、新規合意に基づいて記録
的となる 1302 億ドルが公⽴病院財源に投⼊される。
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Dr Stephanie Allen
Health & Human Services

“The Commonwealth
has led the way with
more consumer
directed care for
disability and aged
care services - putting
recipients at the heart
of what’s done and
how, and placing a
greater focus on
wellbeing and out of
hospital care. With
increased ageing and
chronic conditions, the
Commonwealth, States
and Territories will
have to continue to
develop innovative
ways to deliver high
quality healthcare at a
lower cost.”

医療研究分野においては、60 億ドルという⼤型の財源投⼊が⾏われ。このうち 35 億ドルは国⽴健康医療研究評議会（National Health and
Medical Research Council）、20 億ドルは医療研究未来基⾦（Medical Research Future Fund）、5 億ドルが⽣物医学基⾦
（Biomedical Translation Fund）に⽀出される。
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