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新連立政権を待ち受ける税制改革
の大きな課題
下院での連邦選挙の結果が判明した今、連立政権の税制改革アジェンダの
影響を検討して把握する必要があります。
以下に、連立政権が発表した主な企業税制改革措置に関する立場について、
詳しくまとめました。
既知の改正案
事業課税
► 2015年7月1日から、全企業について、法人税率を1.5%引き下げ
て28.5%になります。
► 2015年7月1日から、課税所得が500万ドルを超える企業には、
1.5%の有給育児休暇制度税が課税されます（超過所得額に課
税）。 この税には、フランキング クレジットは付されないと思われ
ます。企業税率の引き下げが、この税のコストを完全に相殺する
かどうかについてですが、これは、この税金に対して、租税控除
（R&Dインセンティブ等）を適用できるかどうかによって決まります。
► 最近制定された法人税の欠損金繰戻規定は、廃止が提案されて
います。適用日または移行規定についての情報はありません。
► フリンジ・ベネフィット税の私用車給付に関わる法定税率は維持さ
れる予定です。
► 退職保証年金拠出率の引き上げ（最終拠出率は12%）は2年繰り
延べられます。
► 前政府が導入し、資源税で資金が調達されることになっていたそ
の他の企業優遇措置、具体的には小規模事業の資産一括償却
と車両の加速償却については廃止されます。適用日または移行
規定に関する情報はありません。
► R&Dインセンティブや他のイノベーション インセンティブについて
は、オーストラリアの製造資源の競争力を強化するという連立政
権の政策に基づいて再検討される予定です。

天然資源
► 連立政権では、一連の資源税（および鉱物資源利用税（MRRT））については廃止することを提案していま
すが、2012年に成立した拡大石油資源利用税（PRRT）規定は継続する可能性があります。
► 2014年7月1日から、3年間の見通しで1億ドルを上限として、投資家に対し課税所得からの探鉱費用の控
除を認める探鉱開発イニシアティブ（EDI）が導入されます。
金融サービス
► 金融機関を対象とする利息源泉税の段階的縮小は廃止されます。
国際税制
► 選挙前のインタビューでは、連立政権は、オーストラリアが国際的な利益移転に対抗する能力を強化するた
めに最近導入された課税回避防止措置および移転価格操作対策に関するプロセスには不満であると伝え
られていました。連立政権では、強力な課税回避防止措置や、「税基盤の浸食」に対応する必要性を認めて
いますが、変革を有効かつ効率的なものにするためには、業界との広範な協議を経て導入すべきであると
懸念しています。
連立政府では、上記の税制措置に対して立場を明言しているだけでなく、前労働党政権が最近発表した 歳入措置を導
入する可能性もあります。これには、例えば、
► 2013-14年度の連邦予算で発表された過少資本税制案や他の国際的な税制改革では、年間10億ドルの
増収が期待されています。次の政府にとっての重要な課題は、前政府が発表した、海外の子会社 に投資
するために資金を借り入れ、免税 配当を生み出す企業に対して控除を認める、第25-90条を撤廃する根拠
を検討することです。一連の国際的整合措置にこの提案が加わることにより、海外に進出しようとする企業
は、不利で不公平な影響を受けかねません。この提案を再検討するための協議は、選挙前に始められたば
かりです。
提案されている変更の一部の時期に影響を及ぼす重要な要素として、2014年7月1日まで、労働党と緑の党に支配され
ているという現在の議会（上院）構造があります。上院での票の集計はまだ続いており、従って、資源税や炭素価格制度
の改正撤回の提案を含め、連立政権の主な税制改革の多くの命運はまだ不確実です。
税務行政・税務政策プロセスの改善と更なる改革の実施
連立政権の2013年5月の発表によれば、ATO（オーストラリア税務当局）と定期的な聴聞会を行うと共に、ATOによる税
務争訟の取扱いについての調査を行う議会委員会が設立されるなど、直ちにATOに変更がもたらせる可能性がありま
す（順守機能と管理機能が分離される可能性あり）。
連立政権は、2年以内に税制改革に関する包括的なホワイトペーパーを発行すると発表しました。 これは、ヘンリー・レ
ビューのうちまだ検討中である多数の未処理の提言に加え、税制改革に関するその他の問題を再検討するための機会
になるはずです。一期目の間に、連邦予算が黒字には戻ることはないでしょう。
しかしながら、すでに発表された税制措置の多くが未処理のまま残っており、様々な開始日にも関わらず未対応のまま
であることから、不確実性を生み出し、場合によっては影響を受ける企業の大きな妨げとなっていることから、オーストラ
リアの税制プロセスには喫緊の改善が必要です。2013年のEYの「Ensuring Australia's economic sustainability
Government Agenda 2014（オーストラリアの経済的時持続可能性の確保：2014年の政府アジェンダ）」と題するレポー
トでは、次の政府には、未処理の改革や新たな改革について、企業と効果的な協議を行い、効率的かつ効果的に実施
するため、既に発表した措置の未処理分の状態を至急 確認し、税制を改善することが緊急に必要であることを強調して
います。
以上のように、新政権が対応すべき改革は大量に存在します。影響を受ける企業は、改革の優先順位付け、開発、実
施について、 自社の商業戦略と、政府との交渉を検討する必要があります。
御社の事業に影響を与える新たな改革や未対応となっている 税制措置についてご相談を希望される場合には、EYの
ご担当のサービスチームまたは下記のJBS窓口にお問い合わせください。
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