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Investissement Québec 
は、Blake, Cassels & 
Graydon LLP (「Blakes」) 
および Deloitte (「デロイト」)とのパートナーシップにより、 
Québec (ケベック州) での投資に関する総合ガイドをお届け
します。 Québec (ケベック州) で企業を設立、拡大し、魅力的
な税制優遇措置を利用する上で欠かすことのできない情報を
満載しています。

第 2 章では、Québec (ケベック州) が世界中の投資家をひ
きつけている理由を簡単にご説明します。 第 3 章では、法
律の疑問に関する必須参照ツールをご紹介します。ここでは、 
民法、雇用法、労働法、知的所有権、環境法、入国管理、企業
内転勤などを扱っています。 

第 4 章と第 5 章には、法人税法および、御社のビジネスにプ
ラスとなる主要な州および連邦税制優遇措置の詳細情報を
掲載しています。 第 6 章は、各ステップにおいて御社を支援
する、 Investissement Québec の融資およびコンサルテ
ィング サービスに焦点を当てています。 第 7 章には、このガ
イドの作成にご協力くださった個人および団体の簡単な紹介
とともに重要な連絡先を掲載しています。

1. 序章

QUÉBEC (ケベック州) での投資 5

Brochure IQ_japonais.indd   7 11/25/08   4:12:06 PM



Québec (ケベック州)概要  
5 大要因
Québec (ケベック州) は、企業の成長、発展の地として、 世界中の投資家の注目を集めてい
ます。それは次のような利点があるためです。

> アメリカ市場への拠点

> 極めて低い運営コスト 

> 魅力的な税制上の優遇措置

> 優れた人材

> 研究開発に適した環境

2. 
(ケベック州)
で投資する理由
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アメリカ市場への拠点
Québec(ケベック州)で事業展開を検討する理由のひと
つとして、Québec(ケベック州)からの米国市場への戦略
的接近があります。 Québec (ケベック州) は、北米の、ボ
ストン、フィラデルフィア、ピッツバーグ、ニューヨーク、ワシ
ントン、デトロイトなどの活気に満ちた北東部の都市から
半径 960 Km (600 マイル) 以内に位置しています。 つ
まり、世界一理想的なビジネス環境において、1 億 1 千
万人の顧客に即時接触できるのです。 Québec (ケベッ
ク州) の最新電気通信および輸送機関を利用して、急速
に展開する今日のビジネスに遅れることなく物品および
サービスを輸送することにより、この活気ある市場への進
出が可能になります。 

極めて低い運営コスト
Québec (ケベック州) は、主要先進工業国のうちでも、
最も理想的なビジネスロケーションと運営コストを誇り
ます。 KPMG (www.competitivealternatives.com)が
2008年に発表した17の産業部門における国際比較調
査によると、Québec (ケベック州) において所在地によ
り生じる主要なコスト要因は、対米国で平均 4.1% 低く
なっています。

次に挙げるのはそのハイライトです。
>  研究開発産業において、所在地に起因する主要なコス
ト要因は、平均 12.2% 米国より低くなっています。

>  製造業では、対米国で平均 6% 低くなっています。

>  単位時間当たりの人件費は、ほぼ 15% G7諸国より
低くなっています。

>  電気料金は先進工業諸国のなかでもっとも競争力が
ある地域の一つです。

>  輸送費は、平均 33% 米国より低くなっています。

>  商業施設の建設費は北米、ヨーロッパ、アジアのう
ちで最低水準にあります。

>  営業利益に対する税率は北米で最低レベルです。

>  これらの数字の詳細については、 
添付資料の、KPMG 比較表をご覧ください。

魅力的な経済的および  
税制上の優遇措置
Québec(ケベック州)の財務および税構造により、ビジネスの
さらなる促進が可能になります。Québec(ケベック州)の法人
所得税率は、カナダで最低レベルで、米国のほとんどの州より
低く設定されています。ハイテク企業、特にバイオ技術およびマ
ルチメディアなどのめざましく発展している分野は、開発促進
用税制優遇措置などの特別措置を利用することが可能です。
企業の研究開発費には税制上の優遇措置が設けられて
います。

>  中小企業にとってはカナダにおいてもっとも優れており、大企
業にとってはG7諸国中もっとも有利な税制となっています。

優れた人材
Québec(ケベック州)は、有能で安定した労働力と、
労働者の平均勤続年数が長いことで知られてい
ます。 Québec(ケベック州)は、北米でもハイテク、
特に情報技術とマルチメディア関連の職業が最も
密集する地域のひとつであり、エレクトロニック・ア
ーツ、Ubisoft、IBM、DMR Counsulting、CGI、エ
リクソンなどの大手企業が 3万5000人を超える
雇用を生み出しています。 航空宇宙産業において
は、Bombardier、CAE、Pratt & Whitney Canada、Bell 
Helicopter Textron などの 300 近くの企業が、およそ
４万人を雇用しています。 また、バイオ医薬品業界、主と
して Merck Frosst、およびブリストル・マイヤーズ スクイ
ブ、ベーリンガー インゲルハイム、アストラゼネカといった
企業には、2 万 5000人が勤務しています。
Québec(ケベック州)は、職業訓練に年間24億ドル近く
を投資しています。 また9大学から毎年約6万4千人の大
学生と大学院生が卒業しています。 加えて、Montréal（
モントリオール）は200を超える専門研究開発セン
ターを擁し、カナダで第 1 位にランクされています。 
Québec(ケベック州)にあるUniversité McGill（マギ
ル大学）、Université Laval（ラバル大学）、Université 
de Montréal（モントリオール大学）、Université de 
Sherbrooke（シェルブルック大学）の 4 校は、医学部で
国内ベスト 10 に入っています。

研究開発に適した環境
Québec(ケベック州)は、世界でも最も創造力に富んだテ
クノロジー主導企業の本拠地となっています。 生命科学、
および航空宇宙、ゲーム、ITなどの主要分野において多数
の企業が、大学およびカレッジ、研究開発センターとの密
接なつながりを、継続的に築き上げています。 また同州に
は、健康、情報技術および電気通信、軽金属、エネルギー、
原料、およびバイオ食品などの主要経済分野関連の、民
間および公立の研究センターが多数あります。

研究開発予算：傑出するケ
Québec (ベック州)
Québec(ケベック州)における研究開発予算はカナダの
他州よりも急速に増加しています。

>  1995年以来、カナダでGDPに対して研究開発予算を
もっとも割いている地域であり続けています。

2005 年にはGDPの 2,7% が研究開発に振り分けられ
ています。

>  OECD 諸国、G7諸国、EU諸国の平均を上回るレベルです。

1998 年から 2002 年の間にQuébec(ケベック州)
で費やされた研究開発費は 50% 増加し、その結果
Montréal（モントリオール）はカナダの研究開発の主要
地となりました。

QUÉBEC (ケベック州) での投資 / 2. QUÉBEC (ケベック州) で投資する理由  7

*金額は、特に表示のない限りカナダドルで示しています。
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憲法  
および政府
カナダはその連邦組織構造のため、カナダ憲法により、
法律および規制の制定権が連邦政府と州政府の間で
分けられています。 そのため、連邦議会が金融、競争、商
標、航空宇宙、鉄道などを管轄する一方で、州政府が財
産および民法、公民権、健康、教育、さらに各地方で行わ
れる業務に関する法律を制定しています。 実際には、共
通または重複する管轄分野も多くあります。 たとえば連
邦法人法と州企業法が存在し、また労働および雇用も
企業そのもののがどのように規定されているかによって
連邦政府の管理下に置かれるか州政府の管理下に置か
れるかが異なります。また、両政府が課税権を有します。 
有価証券関連法はもともとは州の管轄ですが、近年は
カナダの資本市場を強化する目的で、さまざまな監督機 
関が有価証券規制の処理と内容の調和を推進してき 
ました。
加えて、カナダおよび Québec (ケベック州) の法律は基
本的権利と自由を保障しており、一般制定法に影響を与
えています。
Québec (ケベック州) 政府のシステムは、カナダのその
他の州同様、英国議会制度に基づいています。 Québec 
(ケベック州) には、Assemblée nationale として知ら
れ、選挙で選出された議員により構成される州議会があ
ります。 政府は、Assemblée nationale に過半数を超
える議席をもつ政党と、その政党の党首である州知事に
より選ばれる同政党のメンバーで構成される内閣から成
ります。 選挙は 5 年ごとに行われます。

民法
Québec (ケベック州) 民法は、人々および人々の間の諸
関係、財産を管理する一般的適用法です。 前文では、民
法は同州の他のあらゆる法律の基本となされるべきであ
ると宣言されています。
Québec (ケベック州) 民法は、各人は誠意を持って市民
権を行使し、いかなる権利も不当に行使されるべきでは
ないと明言しています。 
Québec (ケベック州) 民法は、契約に関する原則、つま
りその成立と解釈、違反に対する措置を規定していま
す。 また、ある特定の契約 (「典型契約」と呼ばれるも
の) の一般規則を制定しています。たとえば売買契約、
賃貸、雇用、サービス、保険などがこれに含まれます。 し
かし、この民法では契約の種類をこれに列挙されている
ものに限定していません。 当事者は、民法の一般的規定
に従い、新しい取引の形を自由に作り出すことができま
す。 
多くの場合商業においては、 Québec (ケベック州) 民
法の規定は当事者の意思から逸脱する場合がありま
す。しかし、また別の状況下では、たとえば消費者契約
または符合契約との関連により、民法は弱者保護を
目的として制定された特別規則を規定したり最低基
準を示すこともあります。 このような基本的規則は、 
「社会秩序」を目的とされ、当事者による適用の放棄は 
できません。
Québec (ケベック州) はまた、国際物品売買契約に関す
る国連条約を採択しています。
Québec (ケベック州) 民法は、現代に合わせて法典化さ
れた国際私法規則を含んでおり、国際取引の際には確
実性を確約しています。 例として民法は、国際法で確実
に規定された特定の条件に従い、準拠法および管轄法
条項を規定しています。
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事業 
Québec (ケベック州) における事業には多数の形態
があります。 これには外国企業体の非法人部門、カナ
ダ、Québec (ケベック州) 、またはその他の有利なカナ
ダ州法下において法人登録を行った法人会社、合資ま
たは合名会社 (合弁または、販売代理店または仲介代
理店契約など、その他の契約手段による) があります。 
形態の選択は、税制上の優遇措置および投資者保護、
取締役の居住条件、投機解除の柔軟性、異なった状況
によるその他の理由など、多数の事業課題を検討して行
われます。 Québec (ケベック州) で事業を行おうとす
る場合、当該企業体は、 Registre des entreprises 
du Québec にて申告書に記入し、登録しなければなり
ません。 この申告により、事業名、管理、所有者、および 
Québec (ケベック州) において事業を行う場所などの、
企業体に関する基本的情報が一般に公開されます。 企
業情報は毎年更新が必要です。

雇用 
労働法
Québec (ケベック州) では、Act respecting labour 
standards により、雇用の最低条件が規定されていま
す。 この規定には、賃金、労働時間、休日および母親の出
産休暇、父親の出産休暇、養子受入れ休暇および育児
休暇、解雇予告および同一賃金などの項目が他の法律
とともに含まれています。 また Québec (ケベック州) 
民法は解雇通知など、雇用契約に関する要件も規定し
ています。

Québec (ケベック州) 労働法は、 Québec (ケベック
州) 内の民間企業における団体交渉について規定してい
ます。 これにより被雇用者は希望する場合、組織を設立
し、雇用主から干渉を受けることなく、交渉代表権者を
通じて決定事項を通告できます。 団体交渉のプロセス
には、当事者間の労働協約の締結を促進するための規
制があります。
Québec (ケベック州) 法は雇用における差別を禁じて
います。 例えば、いかなる人も雇用、または実習、試験採
用期間の長さ、昇給、異動、一時解雇、停職、解雇、雇用
条件に関して差別を受けることのないように規制が定め
られています。それに基づき、年齢（例外あり）、性別、性的
志向、障害、言語、出身地の国籍を含む差別も禁止されて
います。
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 Québec (ケベック州) での雇用基準に関する一般
情報

> 最低賃金: 時給8.50ドル

> 標準の週間労働時間: 40 時間

 超過勤務賃金: 1.5 倍 
  週間労働時間が  
  40 時間を超えた場合

> 法定休日: 年間 8 日

> 有給休暇: 勤続 1 年の  
  被雇用者: 2 週間 
  勤続 5 年の  
  被雇用者: 3 週間

Québec (ケベック州)
法は雇用における差別

を禁じています。 

<
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入国管理および 
企業内転勤
Québec Immigration Actは、 Québec (ケベック
州) の非居住者は、まず就労許可証を取得しない限り、 
Québec (ケベック州) で就労できないとしています。 外
国人就労者もまた、連邦政府発行の就労ビザを取得す
る必要があります。
「企業内転勤」などの特殊な場合は、カナダ入国管理局
または Québec (ケベック州) 移民局による採用確認
書がなくても、 Québec (ケベック州) での就労ビザ
が取得可能です。 企業内転勤者は一般に、エグゼクティ
ブ・マネージャーおよび専門知識労働者と定義されま
す。 このグループには、「当人をカナダ国外にある同社の
支社、または子会社、関連会社、親会社の従業員である
として特定する、カナダ国内で事業を行う会社が発行し
た証明通知を所持し、カナダ国内の同社の恒久的かつ
永続的施設において、上級役員または管理者として短期
間勤務するためにカナダに入国しようとする、上級役員
または管理者区分に含まれる者」が入ります。
専門知識労働者は、会社のサービスまたは製品および
国際市場における適用に関する専門知識、または組織
の処理手続に関する高度な知識または専門技術を証明
することが求められます。 また、企業内転勤カテゴリの
申請者は、エグゼクティブ・マネージャーおよび専門知
識労働者のいずれも、カナダ国内に当人を転勤させよう
とする会社において、過去 3 年間に最低 1 年間同じ職
務で勤務していなければなりません。 
就労ビザ保持者の配偶者および扶養児童は、同外国人
就労者とともに Québec (ケベック州) に入ることはで
きますが、 Québec (ケベック州) で就労するには、本人
の名義で就労ビザを取得しなければなりません。 就労
ビザ保持者の被扶養者は、 Québec (ケベック州) 内で
の就学が認められますが、カナダ移民省発行の就学ビ
ザの取得が必要です。

言語
フランス語憲章 （Charter of the French Language）
により、 Québec (ケベック州) ではフランス語が公用語
とされており、 Québec (ケベック州) で行われる事業
取引を含め、万人にフランス語で意思伝達を図る権利が
与えられています。 したがって、商標などの特例を除き、 
Québec (ケベック州) での事業名はフランス語でなけ
ればなりません。 法規制はフランス語および英語で起
草され、法的手続はフランス語または英語で行われま
す。 同憲章はまた、公共の場、社会および公共のサービ
ス、専門家法人、労使関係におけるフランス語の使用に
ついても言及しています。 Québec (ケベック州) 政府
組織は、Québec (ケベック州) 住民および事業への対
応にはフランス語を使用し、地域で使用される契約書も
多くはフランス語で起草されますが、外国人投資家およ
び企業に対しては、その他の言語、特に英語を国際ビジ
ネス言語として使用しています。 同様に、ほとんどの政府
サービスも英語話者の住民には要請があれば英語で行
われます。
民間契約に使用される言語は、当事者間の協定事であ
るため、国際取引の場では一般的に、両当事者が、契約
および関連文書に使用される言語として英語を選択す
ることを (フランス語、英語の両言語で) 確約する、明確
な「英語条項」 が盛り込まれます。
Québec (ケベック州) 内で事業を行う会社に対しては、
州の人口の大部分がフランス語を話すことから、法律は 
製品およびサービスがフランス語で提供され、商業文書 
(例: 使用説明書、および保証書、カタログ、パンフレット、
広告、注文用紙、請求書、領収書など) にはフランス語が
使われるようにを規定しています。ただし、規定の例外措
置を求めることにより他の言語を使用することも認めら
れています。 この規定はウェブサイトにも適用されてい
ます。
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英語使用の公立学校に通う英語話者の子供を除き、 
Québec (ケベック州) の公立幼稚園、小･中学校ではフ
ランス語が指導言語に使用されています。 しかし、移住
者も含めすべての親は、英語を指導言語として使用する
私立学校に子供を入学させることもできます。

不動産
非居住者の州内での不動産購入を禁止する Québec  
(ケベック州) 独自の規制はありません。しかし、取引が
一定の基準を超える場合、または重要な業界で行われ
る場合は、外国投資および独占禁止事項を監視するカ
ナダ連邦当局への届出、または当局による審査が必要に
なる場合があります。(当局の監視項目については、下記
の「外国投資および企業合併規制に関する慣例」をご覧
ください。) 加えて、不動産購入に関連して、法人登記の
必要が生じる場合があります。 農業用地および指定文
化財の購入に関しては、居住者、非居住者にかかわらず、
一様に一般制限が適用されます。 
ほとんどの不動産取引では、所有権審査および最新の
測量調査、加えて近年では特定の状況下で所有権保険
の購入が必要です。 譲渡は、個人の署名により行われる
場合と、 Québec (ケベック州) 公証人立ち会いの下
行われる場合があります。 また、 Québec (ケベック州) 
民法には土地賃貸関係を規定する条項がすべて含まれ
ています。
Québec (ケベック州) はまた、段階的土地譲渡税を課
していますが、これには関連会社間の取引などさまざま
な控除規定があります。

環境法
Québec (ケベック州) の主な環境規制は環境法 
（EQA） が基本となっています。 環境法は健康的な環
境が各人に与えられることと居住する生物の保護を基
本原則として明確に認めており、以下の条件における
汚染物質の放出、沈積、流出、排出を原則として禁止し
ています。 （1） 大量または規定された許可を越える濃

度 （2） 存在が規定によって禁止されている （3） 人類
の生命、健康、安全、福祉、快適に影響を与える可能性
がある、あるいは危害を加えたり、地質、植生、野生生
物、所有地を損なう恐れがある。 
持続可能な発展・環境・公園大臣は様々な償還請求権
を用いて環境法を施行することができます。 汚染の存
在が確認された場合に同大臣が使用可能な主な償還請
求権は、放出、沈積、流出、排出による環境汚染の責任者
に対する最終的または一時的な命令から成り立ち、原因
となる行動の停止または制限を目標とします。 同大臣
にはその他の救済策ならびに命令の裁量権もあります。 
環境法の違反者には罰金が科され、違反が確認された
日から毎日累積していきます。

知的所有権
ほぼすべての業務取引および新製品の発売には、知的
所有権が関わっています。 また多くの製品が、保護を要
するさまざまな側面を抱えています。
たとえば、「特許」は製品またはプロセスの、有用で独創
的な新機能を保護します。 「著作権」は、製品のデザイン
の元となる独自の図面やソフトウェアなどを保護します。 
「意匠」の登録は、小説や独自の美観設計を保護しま
す。 「商標」は、製品の出所を特定する独特の言葉やデ
ザインの保護に使用されます。
製品の製造やビジネス方法の秘密の製法やプロセスは、
その会社のみが知るものであり、所有者の「機密情報」と
して扱われます。「人格権」は、人物の名前や特徴が製品
の販売促進に使用される場合に適用されることがありま
す。「地形権」および「植物育種者権」は、特定産業の製品
を保護します。
カナダではいくつかの例外を除き、知的所有権は連邦
法で規定されています。 連邦成文法では、特許および商
標、著作権および著作者人格権、意匠、地形権、植物育
種者権が規定されています。
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知的所有権で州法により規定されているのは、不正競
争に対する民法裁判 (詐称通用に対する民事裁判に類
似)、および Québec (ケベック州) 法に法定化されて
いる人格権、機密情報に関する項目のみです。 Québec  
(ケベック州) 法はまた、商号、および譲渡、許諾、抵当権 
(動産担保権) などの知的所有権に関連する契約を規定
しています。

外国投資および企業合併
規制に関する一般規則
カナダ投資法(Investment Canada Act) は、カナダ人
以外の外国人によるカナダの事業への投資に関する規
制に幅広く適用される、カナダ連邦法令です。 特定の部
門に関する事項を除いて、カナダ産業省の Investment 
Review Division (「Investment Canada」) が、同省
大臣の指示に従いこの連邦法を管轄しています。 外国
人によるカナダの既存の事業に対する経営権取得、また
は新事業設立を目的とする投資には、この法令により、
審査または届出のいずれかの対象となります。 経営権
取得および投資家が「カナダ人」であるかどうかの判定
については複雑で包括的な規則があります。
カナダ投資法において「直接買収」とは、カナダで事業を
行う企業体を、その資産のすべてまたは実質上すべて、
もしくは株式の過半数 (または場合によっては 3 分の 
1 以上) を取得することによって買収することを意味し
ます。 後に述べる WTO 投資家には例外措置もありま
すが、直接買収は、取得資産が500万カナダドル以上の
場合、審査対象となります。 
カナダ投資法における「間接買収」とは、カナダ国外の親
会社を買収することにより、カナダの事業の経営権を取
得することを指します。 間接買収は、(a) カナダ国内の
資産が、買収により取得された全資産の 50%以下で、
かつカナダ国内の資産が5000万カナダドル以上である
場合、または (b) カナダ国内の資産が、買収により取得
された全資産の 50%を超え、かつカナダ国内の資産が
500万カナダドル以上である場合に、審査対象となりま
す。 

カナダの既存の事業の経営権取得または新事業の設立
については、事業活動がカナダの文化遺産またはカナダ
国民としてのアイデンティティに関連する規定に当ては
まる場合、資産価値にかかわらず審査対象となる場合
があります。
カナダ投資法には世界貿易機関 (WTO) 加盟国とし 
てのカナダのコミットメントが反映されています。 WTO 
投資家 (WTO 加盟国の居住者により管理されてい
る投資家) により、あるいはWTO 投資家から直接買
収が行われた場合の基準額はかなり高く、また毎年イ
ンフレに合わせて調整されています。 2008 年の基準
額は、2 億 9500 万カナダドルとなっています。 後に
挙げる例外を除いて、WTO 投資家が関わる間接買収
は、Investment Canada の審査対象外となっていま
す。 （しかし、簡単な通知が提出されます。）
カナダ企業の買収に関わる場合、 全体的または部分的
であっても、カナダ経済における特定の「慎重を要する」
分野 (文化的事業、運輸サービス、金融サービス、ウラン
製造およびウラン製造地の所有権) に関わっている場
合、WTO 投資家は、高基準額およびカナダ国外の親会
社の買収に関わる税額控除の特典を受けることができ
ません。
特定の規定基準を満たす合併は、カナダの競争法
(Competition Act) に従って、Competition Bureau 
に届け出る必要があります。また、合併が完了する前に、
所定の法定待機期間が満了していなければなりません 
(一部例外があります)。
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企業合併取引に適用される  
基準は、 次のとおりです。
>  当事者規模基準: 取引に関わる当事者は、その関係
会社も含め、カナダ国内に有する資産またはカナ
ダ国内外での粗売上が 4 億カナダドルを超えてい
ること。

>  取引規模基準: 対象について、カナダ国内の資産価
値またはカナダ国内外でのその資産からの粗売り
上げが 5 千万ドルを超えていること。 法人または
非法人企業体を取得する場合、および非法人企業
体 (例: 合弁会社) を設立する場合、当該資産および
粗売上は、買収される法人または企業体、および
その関連会社のものとなります。合併の場合は、
この基準値は 7000 万カナダドルまで引き上げら
れます。

>  保有株式/経済的利益基準: 上記の 2 つの基準に加
え、競争法 (Competition Act) は、保有株式／利
益基準も定めており、この基準は、法人または非
法人企業体の所有権の 買収に適用されます。 法人
に関しては、財務基準に加え、買収者およびその関
係会社が公共または民間企業のそれぞれ 20%  
または 35% を超える議決権株式を取得、もしく
は、買収者がすでにその基準を満たす議決権株式
を取得している場合は、当該法人の 50% を超え
る議決権株式を取得するという必要条件がありま
す。 非法人企業体の所有権を買収する場合は基準

値は上記と同等となりますが、その所有権は利益
または解散時の資産の 35% を超える値を基準と
し、この基準をすでに超えている場合は 50% 超と
なります。

    全適用基準値を超過している場合、取引の当
事者は 当事者およびその関係会社に関する
規定情報を、競争局長官 (Commissioner of 
Competition) に提出する必要があります。

第 3 章「 Québec (ケベック州) での事業展開」の転載許可については、Client 
Relations & Marketing コーディネーター、Émilie Arsenault までご連絡
ください。 
(電話番号: 514 982-4095、電子メール: emilie.arsenault@blakes.com) 

Québec (ケベック州) での事業展開に関する詳細は、「Blakes Guide to 
Doing Business in Québec」をご覧ください。 
www.blakes.com/english/legal_updates/referenceguides/ 
DoingBusinessinQuebec.pdf

上記は、情報提供を目的としたものであり、弁護士と依頼人の関係を作るもので
はありません。 この情報の発信は、Blakes または同組織の弁護士が、事業所の
位置する管轄区外において弁護士業務を行っていることを示すものではありませ
ん。 本書において提供される情報は、事実上要旨であり、法的助言を構成するもの
ではありません。 ご希望の場合は、特定の状況に関する追加情報またはアドバイ
スを 提供いたします。

第 3 章「 Québec (ケベック州) での事業展開」に含まれる情報は、 2008 年 5 
月現在のものです。
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この章では、 Québec (ケベック州) の法人税および、 
Québec (ケベック州) で事業を行う法人に提供される
主な税制優遇措置の概要を説明します。

所得税率
Québec (ケベック州) では、法人所得税は連邦およ
び州の両政府により課税されます。 通常、連邦税の実効
税率は 20.50% です。 この税率は、カナダ人または
カナダの組織により管理されている小規模民間法人 (
「CCPC」) の場合、活動営業収入の最初の40万ドルに
対しては11.50% に引き下げられます。 CCPC とは、非居
住者が保持している株式が 50% を超えない民間法人の
ことを一般に言います。 CCPC の投資収益に対する税率
は 34.67% です。 
Québec (ケベック州) の一般法人税は、現在、活動営
業収入及び投資収益双方に対して 11.4% です。 営業
収入に適用されている 11.4% の活動法人所得税率
は、2009 年までに、11.9% までに引き上げられること
になっています。小規模 CCPC の活動営業収入に課せ
られている法人所得税率は、2006 年 3 月 24 日から 
8% となっており、一般に、活動営業収入の最初の 40 
万ドルに適用されています。

資本税
Québec (ケベック州) 政府は、法人の課税対象資本に
対して資本税を課しています。 通常、払込資本金、および
留保利益、その他の剰余金、負債のほとんどは、法人の課
税対象資本に含まれます。 課税対象資本の計算には、
他法人への投資に対する控除など、特定の控除が認め
られます。
Québec (ケベック州) の資本税は現在 0.36% で
すが、 2009 年までに 0.24% に引き下げられます。 
2008-2009年度の Québec (ケベック州) 予算は、製
造業企業を対象に資本税を廃止しました。 払込資本の
計算に基づいて、製造業企業は資本税を完全に控除さ
れることになります。 この控除は 2008 年 3 月 13 日

以降に終わる課税年度を対象に適用されます。 その結
果、 2005-2006 年度 Québec (ケベック州) 予算に
導入された資本税控除は、 2008 年 3月 13 日より行
われた対象となる投資において廃止されます。資本税の
廃止は、所与の課税年度において、製造・加工に当てら
れる活動の割合が 50% を超える製造企業にとって完
全なものとなります。 製造・加工に当てられる活動の割
合が 20% から 50% の場合は、払込資本に基づいて申
告される製造業企業の控除額は減少します。 
2011 年より、 Québec (ケベック州) の資本税は全て
の企業を対象に廃止されます。
連邦法人資本税は、2006 年現在廃止されています。

賃金税
Québec (ケベック州) の雇用者は通常、被雇用者に
代わり、Québec (ケベック州) 年金制度 (現在の拠出
率は、被雇用者一人当たり最高4 万 1,400 ドルにつき 
4.95%) および連邦雇用保険制度 (現在の拠出率は、被
雇用者一人当たり最高 4 万1000 ドルにつき 1.95%) 
を拠出する必要があります。 また 2006 年 1 月 1 日
現在、雇用者は被雇用者に代わって、新しく設立された
Québec (ケベック州) 養育保険への拠出を行う必要が
あります (現在の雇用者税率は、最高 6 万 500 ドルに
つき 0.630%)。
Québec (ケベック州) はまた、雇用者に対し、賃金の最
高 4.26% を Health Services Fund ( 「HSF」) に
拠出することを求めています (合計賃金が 500万ドルを
超える場合)。 Québec (ケベック州) 政府は、このほか
の賃金税も課しており、これには Québec Workmen's 
Compensation Board (被雇用者一人当たり最高 
6 万 500 ドルの賃金に対し平均 2.14%) および 
Québec Labour Standards Board (被雇用者一人
当たり最高 6 万 500 ドルの賃金に対して 0.08%) へ
の拠出が含まれます。 雇用者はまた、被雇用者賃金
の 1% を研修に支出する必要があります。

間接税
物品サービス税 (「GST」) 5% と Québec (ケベック
州) 売上税 (「QST」) 7.5% が付加価値税という形で
大半の物品とサービスに適用されます。 所得税と異な
り、GST および QST は、利益ではなく消費に対して課
税されます。
一般的に、課税対象となる物品およびサービスの各登
録供給者が、販売時に購入者から、適用される税金を
徴収しています。 供給者は、各自が購入時に支払った 
GST および QST から徴収した税金を控除し (「投入
税クレジット」/「投入税還元」と称される)、税務当局に
差額を支払います。
前述のとおり、GST は 5%、QST は 7.5% の税率で課
されます (QST の課税対象額は適用される GST を加
算した額です）。 
第 4 章「 Québec (ケベック州) の法人税の概略」に含まれる情報は、  
2008 年 4 月 30 日現在のものです
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連邦政府および Québec (ケベック州) 政府は、企業向
けに広範な税制優遇措置を提供しています。 次の章で
は、提供されている税制優遇措置のいくつかについて概
略を述べます。

先進的企業向けの 
税制優遇措置
科学研究および実験開発 (SR&ED)
カナダおよび特に Québec (ケベック州) で科学研究
と実験開発を行う企業は、多くの優遇措置を受けられま
す。 こうした優遇措置は通常、該当する科学研究および
実験開発支出の一定比率の税額控除の形で行われま
す。 これら優遇措置は連邦政府と Québec (ケベック
州) 政府の両方が行います。

対象となる活動
所得税については、科学研究および実験開発活動とは、
実験または分析による科学または技術の分野で行われ
る次の分野のいずれかひとつに当てはまる調査または
探索を指します。 基礎研究および応用研究、実験開発、
支援作業。 通常、製造業企業は製品または工程の改善
のために実験開発作業を行います。
プロジェクトは、次の 3 つの要件が満たされているかど
うかを科学研究および実験開発税制優遇措置について
審査します。 科学的または技術的進歩 (プロジェクトが
科学的または技術的関係に関する納税者の理解を促進
する情報を提供する)、科学的または技術的不確実性  
（最新および一般的な科学的または技術的知識から、
既知の目的あるいは結果が得られか、あるいはどのよう
に得るのかということが不明であるもの）、および科学
的または技術的内容（実験または分析による系統的な
調査が、科学または技術、工学において関連する経験を
有する有資格の人物により行われたもの)。

税制優遇策 (連邦および Québec (ケベック
州))
科学研究および実験開発についての経常支出および設

備投資は、納税者の税負担軽減に必要とみなされること
から、支出年度に控除または無期限に繰越可能なため、
税制上の優遇措置を受けます。
支出の控除の時期を柔軟に選べることに加え、納税者は
税額控除のメリットも享受できます。 通常、税額控除によ
りカナダで支払われる所得税 (連邦税と地方税の両方) 
が減額されますが、 Québec (ケベック州) では、支払
法人税額がゼロでも常にこれらの税額控除の還付を受
けることができます。 企業が純資産と課税所得で一定の
水準以下にある CCPC とみなされた場合には、連邦レ
ベルでも還付を受けることが可能です。 未使用の税額な
らびに控除されなかった税額は 3 年前まで遡ることが
でき、または今後 20 年以内に支払われる税額の減額に
使用できます。
連邦レベルでは、科学研究および実験開発支出につい
て企業は 20% の控除を受けることができます。 一方、
企業が適格 CCPC の場合、支出のうち最初の 300 万
ドル （2008年度連邦予算で発表済み） については控
除率が 35% となり、上記のとおり還付を受けることが
できます。 連邦レベルでは、科学研究および実験開発支
出には一般的に、科学研究および実験開発業務を行う
従業員の賃金および給与ならびに科学研究および実験
開発契約、第三者 (大学や承認された機関など) への支
出、原材料 (使用または加工したもの)、人件費の一部、
機器のレンタル費用、機器の購入費が含まれます。
Québec (ケベック州) レベルでは、カナダで事業を営み、 
Québec (ケベック州) で研究開発を行うか、 Québec  
(ケベック州) で行われる仕事のための研究をする企業の
還付可能な基礎税額控除は該当する給与および賃金の 
17.5% に定められています。
経営権がカナダ側にある企業で、資産が一定の基準額
以下の場合には、税額控除率は該当する給与および賃
金の最初の 300 万ドルにつき 17.5％ から 37.5％ の間
となります （2008-2009年度 Québec (ケベック州) 予
算で発表済み）。 300 万ドルを超える該当する給与および
賃金には、17.5% の税額控除が適用されます。
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例:
100 万ドルの科学研究および実験開発プロジェクト 
(50 万ドルは給与) 
連邦税額控除: 
(100 万ドル －  
Québec(ケベック州)の税額控除) X 20% $182,500
Québec(ケベック州)の還付可能な税 
額控除 (50 万ドル X 17.5%) $87,500

100 万ドルの科学研究および実験開発プロジェクト 
(50 万ドルは給与)  
適格 CCPC が実行
連邦の還付可能な税額控除: 
(100 万ドル －  
Québec(ケベック州)の税額控除) X 35%  $284,375
Québec(ケベック州)の還付可能な税 
額控除(50 万ドル X 37.5%) $187,500

Québec (ケベック州) の大学研究契約に基
づく科学研究および実験開発向けの  
還付可能な税額控除
カナダで事業を営み、 Québec (ケベック州) で研究開発
を行うか、 Québec (ケベック州) で行われる仕事のため
の研究をし、かつ Québec (ケベック州) の適格の大学
と研究契約を結ぶ企業は、特定の条件の下で、科学研究
および実験開発向けに大学に支払った金額の 80% の 
35% (実効税額控除率 28%) に等しい額の還付可能な
税額控除を申請することができます。

例:
100 万ドルの科学研究および実験開発プロジェクト  
(Québec(ケベック州)の研究センターに外注) 
連邦税額控除: 
(100 万ドル － Québec(ケベック州) 
の税額控除) X 20% $144,000
Québec(ケベック州)の還付可能な税額 
控除(100 万ドル X 80% X 35%) $280,000

100 万ドルの科学研究および実験開発プロジェクト  
(適格 CCPC によりQuébec(ケベック州)の研究センタ
ーに外注)
連邦の還付可能な税額控除: 
(100 万ドル － Québec(ケベック州) 
の税額控除) X 35% $252,000
Québec(ケベック州)の還付可能な税額 
控除(100 万ドル X 80% X 35%) $280,000

還付可能な税額控除  
(プライベート パートナーシップ向け)  
前競争的研究
この還付可能な税額控除は、2006 年 3 月 23 日に上
程された 2006-07 年度Québec (ケベック州)予算で
導入されたもので、「民民」パートナーシップにのみ関連
する科学研究および実験開発プロジェクトに適用されま
す。 この新規の還付可能な税額控除を申請する納税者
は、カナダで事業を営み、Québec (ケベック州)で研究
開発を行うか、Québec (ケベック州)で行われる仕事の
ための研究をする必要があります。 この還付可能な税
額控除の控除率は 35% で、対象となるすべての科学
研究および実験開発支出または外注される研究契約額
の 80% に適用されます。 Québec (ケベック州)の
2008-2009年度予算に修正が導入され、民間企業の
前競争的研究において「官」のパートナーとのパートナ
ーシップは税額控除の対象となります。

研究コンソーシアムに支払われた手数料 
についての還付可能な税額控除 
カナダで事業を営み、承認された研究コンソーシアムの
メンバーである企業は、Québec (ケベック州)の研究コ
ンソーシアムが行った科学研究および実験開発活動に
対して適切に支払われた手数料について、35% の還付
可能な税額控除を受けることができます。

外国の専門家および研究者を対象とした 
免税措置
外国の専門家または研究者として、カナダで業務を営み
Québec (ケベック州) で科学研究および実験開発活
動を行う企業により雇用されたカナダに居住していない
個人は、特定の条件の下で、支払われた給与および賃金
について最長 5 年間 Québec (ケベック州) 所得税
の免除を受けることができます。 この免税措置は、最初
の 2 年間については外国の専門家または研究者の給与
および賃金の 100% に適用されます。 3 年目について
は給与および賃金の 75%、4 年目については同 50%
、5 年目については同 25% に適用されます。 この免税
措置は連邦所得税には適用されません。

e-ビジネスの開発に関する還付可能な税額
控除
IT部門の企業の発展を強化するために、Québec (ケ
ベック州) の2008-2009年度予算はIT開発のため
の一時的な税額控除を導入しました。対象となる企
業は、2008年3月14日の時点で発生した対象給与の
30%に等しい額を2015年12月31日までに申請するこ
とができます。課税年度一年間において、対象となる従
業員に関して対象企業が申請できる税額控除の最大額
は2万ドルとなります。
この新しい税額控除の対象となるためには、企業は
Investissement Québecによって発行される適正証
明書を所有している必要があります。
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バイオ工学開発センター (BDC) で行われる
業務向けの還付可能な税額控除
BDC でバイオ工学の先端業務を行う企業は、次の税制
優遇措置を受けることができます。

>  対象となる従業員の給与および賃金について、30% 
の還付可能な税額控除 (従業員 1人あたり最高  
1 万 1250 ドル）

>  購入またはリースにより取得した対象となる資産 
(特殊機器) の費用について、30% の還付可能な税
額控除

> 各 BDC の対象となる特殊施設の短期賃貸費用につ 
 いて、30% の還付可能な税額控除

給与および賃金についての税額控除は、2013 年 12 月 
31 日まで 10 年間利用可能です。対象となる資産の購
入に際しての税額控除は 3 年間利用可能で、対象とな
る資産のリースに際しての税額控除は 5 年間利用可能
です。 特殊施設の賃貸費用についての税額控除は 5 年
間利用可能です。 また、BDC で先端業務に携わる、企
業が雇用する外国の専門家は、関連する雇用所得にか
かる Québec (ケベック州) 所得税の免除を受けられ
ます。 この免税は 5 年間にわたり、免税率は雇用所得
の 100% から 25% となります。 この免税措置は連邦所
得税には適用されません。
上記の免税措置を受けるには、企業は Investissement 
Québec が発行する適格性証明書を保有している必要
があります。 この証明書は、バイオ工学分野の先端業務
が Québec (ケベック州) に 4 か所ある BDC のうちの 
1 つで行われていることを確認するものです。

還付可能な税額控除  
(マルチメディア タイトル向け)
マルチメディア タイトルとは、インタラクティブな操作を
可能にするソフトウェアが制御する電子メディア上で制
作されたタイトルを指し、テキスト、サウンド、静止画像、
動画の 4 種類のデータのうち 3 つを十分に含むもの
です。 これらタイトルを制作する企業は、還付可能な税
額控除を利用することができます。 この税額控除を請求
できるのは、専業であるかどうかによらず、マルチメディ
ア タイトルを制作する企業です。 税額控除の率は、制
作された対象となるマルチメディア タイトルに関連して
行われた該当の給与支出の 26.25% から 37.5% と
なります。
制作された各マルチメディア タイトルまたは企業の業務
全部または相当部分がマルチメディア タイトルの制作であ
る場合は業務全体について、Investissement Québec 
が発行した適格性証明書が必要となります。

還付可能な税額控除  
(デザイン業務向け)
Québec (ケベック州) 政府は、デザイン業務を行う企
業向けに還付可能な税額控除を提供しています。 この
税額控除の控除率は 15% ですが、中小企業につい
ては最高 30% の控除を受けることが可能です。 資
本金が 5000 万ドル以下（関連会社全ての資産も含
む）の中小企業向けの控除率は 30% で、 5000 万
ドル以上 75000 万ドル以下（関連会社全ての資産も
含む）の中小企業においては15% から 30% になり
ます。加えて、企業の年間総利益が年間最低 150,000 
ドルなくてはなりません。 元来この税額控除を利用で
きるのは、雇用されたデザイナーが社内でデザインを
行う企業でしたが、ファッションと家具セクターの企業
に限定されていました。 税額控除はデザイナーに支払
われた給与および賃金を基準としていました。 また、
企業が外部コンサルタントと工業デザインまたはファ
ッションデザイン業務について契約を結び、その業務
を当該のコンサルタントが行う場合、企業はその外部
コンサルタントが行ったデザイン業務に対して支払っ
た手数料に基づきこの税額控除を受けることが可能 
でした。
2005-2006 年度 Québec (ケベック州) 予算で、 
Québec (ケベック州) 政府はこの税額控除の社内対象
者を拡張してすべての業種を含むようにし、この税額控
除の社外対象者の範囲も拡張し税規定で定められた制
限を撤廃することを発表しました。 
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多様な地域において特定活
動を実行する企業向け税制
優遇措置
資源地域の製造および加工業中小企業向け  
税制優遇措置 
Québec (ケベック州) の資源地域で製造および加工 
(M&P) 業に携わる適格企業は、2010 年 12 月 31 日
まで Québec (ケベック州) 所得税および資本税、HSF 
への企業拠出分について部分税制優遇措置 (75% 特
定の状況においては税率減少の可能性あり) を受ける
ことができます。 企業はInvestissement Québecに
よって発行される適正証明書を所有している必要があ
ります。
この税制優遇措置の対象となる Québec (ケベック州) 
の資源地域は、州の人口密集部から離れた指定地域で
す。
この税制優遇措置を受けるには、企業は次の 3 つの主
要な条件を満たす必要があります。 第一に、関連企業す
べての払込資本金を含む企業の払込資本金が 2000 
万ドルを超えてはなりません。 払込資本金の総額が 
2000 万ドルから 3000 万ドルの間の場合、税制優遇
は減額されます。 第二に、企業は Québec (ケベック
州) の 1 つまたは複数の資源地域にのみ拠点を有して
いる必要があります。 第三の要件は、企業のすべての活
動は「主として」(50% 超) M&P 業務 (給与支払総額の 
50% 超が M&P 活動向けのもので、あるいは減価償却
可能なすべての資産の資本費用の 50% 超が M&P 業
務向け) の遂行から構成されるものでなければなりませ
ん。
この税制優遇措置は連邦レベルでは適用されません。

製造業向けの投資税制優遇措置
2008-2009 年度の Québec (ケベック州) 予算は加
工 （M&P） 施設における投資向けの投資税制優遇措
置を導入しました。 Québec (ケベック州) で事業を行
う、または Québec (ケベック州) に施設を持つ企業が
対象となります。

還付可能な税額控除  
(アルミニウム バレー向け)
アルミニウム バレー向け税額控除は、 給与支払い総
額の増額 （ベースとなる一年間と比較） に基づき、 
Saguenay-Lac-St-Jean 地域に位置する施設で加工
業務に携わる企業の従業員に帰すことができます。 この
税額控除の対象となる業務は一般的に以下のものとな
ります： 

>  一次加工がすでに行われたアルミニウムを使用し
た完成品または半製品の製造

>  アルミニウム加工からの廃材および残留物の回収
およびリサイクル

> 本業務が企業または関連企業が行う M&P 業務に 
 付随する場合、製品の商品化

給与支払い総額の増額の税額控除は 20% か 30% で
様々な条件に基づきます。 この税額控除は 2015 年 
12 月 31 日まで申告できます。

Québec (ケベック州) 沿岸地域向けの 
還付可能な税額控除
この税額控除はアルミニウム バレー向け税額控除と同様
です。 、沿岸地域とは Bas-St-Laurent、 Côte-Nord お
よび Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine です。
この税額控除に該当する業務は通常次のとおりです。

> 海産物の加工

>  海洋バイオ工学を利用した 
製品または半製品の製造および加工

> 風力発電機の製造

> 風力を利用した発電

> 海洋牧場

> 本業務が企業または関連企業が行う M&P 業務に 
 付随するものである場合、製品の商品化

2008 年の時点で、対象となる業務は Gaspésie-Iles-
de-la-Madeleine 地域で行われる全ての業務を含む
予定です。
給与支払い総額の増額の税額控除は 20% か 40% で
様々な条件に基づきます。
この税額控除は 2015 年 12 月 31 日まで申告でき
ます。
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金融機関向けの税制優遇
措置
国際金融センター (IFC) 向けの 
税制優遇措置
Québec (ケベック州) 政府は IFC を営む企業およ
び IFC の従業員向けに税制優遇措置を提供していま
す。 一般的に、IFC とは次の定義に当てはまる業務また
は業務の一部を指します。 

> 以下の企業が遂行するもの

>  すべての業務が国際金融取引に 
関連する企業

>  業務および経営が Montréal（モントリオール） 市の
同じ場所から行われている企業

IFC を運営する企業には、認定された国際金融取引か
らの利益に課税される Québec (ケベック州) 所得税
および資本税、HSF への企業拠出分について 75% の
免税が認められます。
また、IFC に専属で雇用される以前にカナダの非居住者
である、国際金融取引における専門家として 2004 年 
3 月 30 日以降に雇用された個人は最高5年間まで
Québec (ケベック州) 所得税が免除されます。この税額
控除は、専門家の最初の2年間の給与と報酬には100%
、3年目の給与と報酬には75%、4年目には50%、5年目
には37.5%適用されます。
最後に、(外国人専門家以外の) IFC の専門職および幹
部職員は、認定された国際金融取引に関連して行われ
た役務に対して支払われた給与および賃金について、最
高で Québec (ケベック州) 所得税の 37.5% が免除
されます。
IFC および IFC の従業員に対するこれらの優遇措置は
連邦レベルでは適用されません。

専門職社員の  
雇用および教育に対する  
新規の還付可能な税額控除
金融デリバティブを専門とする従業員の雇用および教
育の促進を目的とした一時的な還付不能な税額控除が 
2006-2007 年度 Québec (ケベック州) 予算で導
入され、 Québec (ケベック州) で事業を営み該当する
専門職社員を雇用する適格企業は、 Québec (ケベッ
ク州) 財務省が発行した適格性証明書の対象期間内に
当該の社員に支払った該当の給与の 20% に等しい額
の税額控除を申請することが可能になりました。 税額
控除の対象となる該当の給与額の上限は社員 1 人当
たり年間 7 万 5000 ドル、税額控除額で最高 1 万 
5000 ドルとなります。
 

文化事業を営む企業向けの
税制優遇措置
Québec (ケベック州)で映画またはビデオ制
作に携わる企業向けの還付可能な税額控除 
通常、この還付可能な税額控除はケ Québec (ケベッ
ク州) で映画またはビデオを制作するための該当する
人件費の 29.1667% に等しい額となります。1 人件費
は制作費の合計の 50% を超えてはなりません。 よって、 
Québec (ケベック州) の還付可能な税額控除は制作
費の合計の 14.58335% を超えることはありません。 
Québec (ケベック州) はこれに加え、フランス語の長編
映画および大画面で上映される映画の制作向けに税額
控除を設けています。 この税額控除の率は 39.375% 
です。よって、免税分は最大で制作費の 19.6875% と
なります。 
制作に 29.1667% の基礎控除が適用可能な場合、コ
ンピュータを使用した特殊効果および特殊効果を使用
するアニメーションに関連する人件費については、さら
に 10.2083% の追加控除が適用可能です。 追加控除
は、地域制作に関連して Montréal（モントリオール） 地
区以外にある制作者にも認められます。 この追加控除は、 
Montréal （モントリオール） 地区以外の Québec (ケベ
ック州) で行われた役務についての人件費の 9.1875% 
から 19.3958% となります。 控除率は、制作がその他
の支援の対象となるかどうかにより変わります。 それぞ
れの場合で、人件費は制作費の合計の 50% を超えて
はなりません。
1 本の映画または連作に関するこの還付可能な税額控
除は、218 万 7500 ドルを超えることはありません。
また、 Québec (ケベック州) 政府は 映画の吹き替えや
録音、パフォーマンス制作、出版向けの還付可能な税額
控除といった文化事業向けの追加の税額控除を提供し
ています。

第 5 章 「 Québec (ケベック州) の企業向け税制優遇措置」に収録された情報
は、 2008 年4 月 30 日現在のものです。

1.  制作は「文化産業開発協会SODEC」（Société de développement des entreprises culturelles)に認可される必要があります。連邦レベルで同様の税額控除が存在します。
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6. INVESTISSEMENT 
QUÉBEC (ケベック州 
投資公社)― 
御社のビジネスパートナー

_  NAFTA

_  最高のビジネス ロケーション

_  運営コスト

_  単位時間当たりの人件費

_  電気料金

_  営業利益に対する税率

_  輸送費

_   産業 
建設費

_  他の地域にはない、税制上の優遇措置

_  創造性

_  研究開発

_  頭脳および技術

_  カレッジ

_  大学

_  研究開発センター

_  民間および公立の

_  研究センター

_  健康

_  情報

_  テクノロジー

_  電気通信

_  軽金属

_  エネルギー

_  材料

_  情報技術

_  マルチメディア

_   主要な生命  
科学センター

_   バイオ医薬品  
産業

_  不動産

_  環境法

_  知的所有権

_  税制上の優遇措置

_  科学研究

_  実験開発

_  税制優遇策

_  加工業務

_  アルミニウム バレー

_   国際 
金融センター

_  文化事業

_  映画またはビデオ制作

_  中小企業金融

_  財政措置

_   戦略的支援  
(投資プログラム向け)

_   地域経済  
介入資金

_  NAFTA

_  最高のビジネス ロケーション

_  運営コスト

_  単位時間当たりの人件費

_  電気料金

_  営業利益に対する税率

_  輸送費

_   産業 
建設費

_  他の地域にはない、税制上の優遇措置

_  創造性

_  研究開発

_  頭脳および技術

_  カレッジ

_  大学

_  研究開発センター

_  民間および公立の

_  研究センター

_  健康

_  情報

_  テクノロジー

_  電気通信

_  軽金属

_  エネルギー

_  材料

_  情報技術

_  マルチメディア

_  主要な生命  
科学センター

_  バイオ医薬品  
産業

_  不動産

_  環境法

_  知的所有権

_  税制上の優遇措置

_  科学研究

_  実験開発

_  税制優遇策

_  加工業務

_  アルミニウム バレー

_  国際  
金融センター

_  文化事業
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国際企業向けに 
特別に用意されたサービス
金 融 およびコンサル ティング に 関しては 、 
Investissement Québec (ケベック州投資公社）は御社
の Québec (ケベック州) での投資プロジェクトをパート
ナーとして支援いたします。 Investissement Québec 
(ケベック州投資公社）では、金融機関および経済開発
機関が一体となった支援を提供しています。

専門家チームが  
次の点で御社をサポートします。
>  今日のビジネスの課題やチャンスについての 
見通し

>  地元のパートナーや国際的なパートナーとの 
魅力ある戦略連合の構築

> 御社のニーズに適合する進出先の発掘

> 魅力的な税制面での優遇策の提供

>  融資や融資保証、運転資金を含む金融支援策 
獲得の支援

国際的な投資家の方々向けには、事業の立ち上げ時点
から会社が軌道に乗るまで投資プロジェクトの重要な
フォローアップも行います。 お子様の学校の問題や家探
し、地域社会への順応のお手伝いまで、進出後も必要な
人材や情報を提供いたします。

投資家のニーズに応える  
プログラムと財政措置
中小企業財政援助
起業から拡大、輸出、研究開発、合併、買収にいたるまで、
企業のすべての段階に応じたフレキシブルな融資製品を
取り揃えております。 期限付き融資、融資限度、金融機
関発行の信用状に対する返済保証もご用意できます。 他
の形での融資が不可能な場合、短期･長期融資も可能で
す。 中小企業財政援助プログラムには、税額控除の中間
金融、生産性向上、 Québec (ケベック州) 外の市場開
拓、輸出信用、企業成長のための運転資本、技術設計の
革新、戦略的提携、国際会議、継承など、多様な区分があ
ります。

財政措置
御社のビジネスが特殊活動を実施していたり、 Québec  
(ケベック州) 内の指定地域にある場合、第 5 章に記され
ている非常に有利な税額控除の対象となります。

戦略的支援  
(投資プログラム向け) (PASI)
融資または無利子融資、エクイティ融資、ロイヤリティを
通じて返済可能な利子付き融資や分担金をご用意でき
ます。 短期･長期融資の純損失、融資限度、金融機関発
行の信用状に対する返済保証も提供可能です。 また、他
の形での融資が不可能な場合は、非返済拠出金を提供
できます。 

地域経済  
介入資金 (FIER)
地域経済介入資金 (FIER) は、起業、開発段階での企業
融資 (エクイティまたは準エクイティ) を目的とした開発
資金です。 この資金はまた、主として Québec (ケベック
州) 内でのセクター資金設立や開発プロジェクト実施を
支援することも目的としています。
さらに外国投資家の皆様のニーズにきめ細かく対応で
きます。

事業計画  
立案の重要性
北米では、事業計画はあらゆる融資取得を左右するもの
で、政府機関に資金援助を申請する上での基本条件と
なります。 事業計画には、業界の市場潜在力や今後の
詳細な行動計画などの事業概念が含まれていなければ
なりません。 その他にも、業界や投機的事業、事業目標、
さらには販売戦略などのマーケティング計画についても
記載する必要があります。 
また、この事業計画には、現在の融資レベルの概要と資
金の用途を明示した財務計画も必要とされます。 財務
計画は、バランスシートや所得表、月間キャッシュフロー
分析などを含む財務諸表により裏付けられていることが
重要です。 外部金融は、北米の基準に準拠した包括的
な事業計画の立案を必要とします。 事業計画は、融資
取得に詳しい地元の弁護士事務所の協力を得て準備す
ることが望ましいと言えます。
 

24  QUÉBEC (ケベック州) での投資 / 6. INVESTISSEMENT QUÉBEC (ケベック州投資公社): 御社の ビジネス パートナー

Brochure IQ_japonais.indd   26 11/25/08   4:13:55 PM



7.連絡先

_  NAFTA

_  最高のビジネス ロケーション

_  運営コスト

_  単位時間当たりの人件費

_  電気料金

_  営業利益に対する税率

_  輸送費

_  産業  
建設費

_  他の地域にはない、税制上の優遇措置

_  創造性

_  研究開発

_  頭脳および技術

_  カレッジ

_  大学

_  研究開発センター

_  民間および公立の

_  研究センター

_  健康

_  情報

_  テクノロジー

_  電気通信

_  軽金属

_  エネルギー

_  材料

_  情報技術

_  マルチメディア

_  主要な生命  
科学センター

_  バイオ医薬品  
産業

_  不動産

_  環境法

_  知的所有権

_  税制上の優遇措置

_  科学研究

_  実験開発

_  税制優遇策

_  加工業務

_  アルミニウム バレー

_  国際  
金融センター

_  文化事業

_  映画またはビデオ制作

_  中小企業金融

_  財政措置

_  戦略的支援  
(投資プログラム向け)

_  地域経済  
介入資金

_  NAFTA

_  最高のビジネス ロケーション

_  運営コスト

_  単位時間当たりの人件費

_  電気料金

_  営業利益に対する税率

_  輸送費

_  産業  
建設費

_  他の地域にはない、税制上の優遇措置

_  創造性

_  研究開発

_  頭脳および技術

_  カレッジ

_  大学

_  研究開発センター

_  民間および公立の

_  研究センター

_  健康

_  情報

_  テクノロジー

_  電気通信

_  軽金属

_  エネルギー

_  材料
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Investissement Québec (ケベック州投資公社):
Investissement Québec (ケベック州投資公社) は、外
国企業を Québec (ケベック州) に誘致し州内での事業
展開を奨励する政府公企業です。 金融機関と経済開発
庁が一体となった利点を活かし、企業の Québec (ケベ
ック州) 進出を支援しています。 立地選定から運営コス
ト算定、市場評価、所轄官庁および情報源となる企業や
諸機関との連絡にいたるまで、産業計画のあらゆる局面
でのサポートと融資を提供する専門知識とリソースを備
えています。 ヨーロッパ、米国、アジアに事務所を設置し、
海外の顧客にも対応しています。
Blake, Cassels & Graydon LLP
「Blakes」の名で知られる Blake, Cassels & Graydon 
LLP は、カナダをリードする事業法専門の弁護士事務所
で、 カナダ、米国、ヨーロッパ、中国に合計 500 名を超
える弁護士を擁しています。 カナダの企業であることを誇
りにしていますが、事業自体は国境を越えて展開していま
す。 長年にわたり、Blakes は米国および外国の企業に
対し、国際事業にまつわる法律問題について助言し、数々
のビジネスのカナダ進出を成功に導いてきました。 米国
ではニューヨークとシカゴ、その他にはロンドンや北京に
事務所を設置し、米国およびヨーロッパ、アジアのクライ
アントに対しカナダの法律に関する最善の助言をしてい

ます。 この確立された当社のネットワークにより、全社に
おけるリソースや知識を統合的にクライアントの皆様にご
提供することが可能となっています。 特定地域の問題で
も複数の管轄区にまたがる問題でも、また特定分野の問
題であろうと学際的問題であろうと、Blakes はあらゆる
レベルにおいて効果的な法的解決策を提示いたします。 
デロイト
カナダをリードする専門サービス事務所であるデロイト
は、50 の事務所に 6200 名を超える従業員を擁し、監
査、税理、コンサルティング、財務アドバイスのサービスを
行っています。 デロイトはデロイト トウシュ トーマツの、
カナダにおけるメンバー ファームです。 世界中のどこでも
クライアントの成功をお手伝いするという理念のもと、多
岐にわたる専門サービスを提供しています。 当社のクライ
アント サービス チームは、革新的で先見性に富んだサー
ビスをもってクライアントと協力し、地域的スコープでも
世界的スコープでも、企業のニーズに適合した強力なビジ
ネス ソリューションを構築します。 また、今日の地域的、
世界的ビジネスが直面する課題を深く理解し、業界の先
見性と組み合わせることで、各業界に適合したサービスを
提供します。 当社の専門家たちは、現在の問題に取り組
むとともに今後起こりうる課題を予測するために必要な、
実用的かつ原理に基づいた解決策を見いだします。
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連絡先
Investissement 
Québec
カナダ
Montréal
393, rue Saint-Jacques
Bureau 500
Montréal (Québec) H2Y 1N9
Canada
電話: 514 873-4375
1 866 870-0437 (北米)
ファックス: 514 873-5786
www.investinquebec.biz

アメリカ合衆国
アトランタ
アメリカ合衆国、ジョージア州、 
アトランタ
191 Peachtree St. NE
Suite 3240
Atlanta, GA 30303
U.S.A.
電話: 404 584-5340
ファックス: 404 584-2089

シカゴ
444 N. Michigan Avenue
Suite 1900
Chicago, Illinois 60611-3977
U.S.A.
電話: 312 645-0398
ファックス: 312 645-0542

ロサンゼルス
10940 Wilshire Boulevard 
Suite 720 
Los Angeles, California 90024
U.S.A.
電話: 310 209-3332 
ファックス: 310 824-7759

ニューヨーク 
One Rockefeller Plaza, 26th Floor
New York, New York 10020-2102
U.S.A.
電話: 212 843-0976
ファックス: 212 757-4753

ヨーロッパ
ロンドン
59 Pall Mall 
London SW1Y 5JH
United Kingdom
電話: +44 20 7766 5931
ファックス: +44 20 7766 5939

ミュンヘン 
Karl-Scharnagl-Ring 6
80539 Munich
Germany
電話: +49 (0) 89 255 49 31-19
ファックス: +49 (0) 89 2101 9474

パリ
66, rue Pergolèse
75116 Paris 
France
電話: +33 (0)1 40 67 85 26
ファックス: +33 (0)1 40 67 85 91

アジア
北京
19 Dongzhimenwai Dajie
Chaoyang District
Beijing 100016
China
電話: +86 10 5139 4265 
ファックス: +86 10 5139 4445

東京
〒105-6032
東京都港区
虎ノ門 4-3-1
城山トラストタワー 32階
Mr. Mohan Patel
電話: +81 3 5733 4588 
ファックス: +81 3 5472 6721

Blakes 
カナダ
Montréal
600, boul. de Maisonneuve Ouest
Bureau 2200
Montréal (Québec) H3A 3J2
Canada
電話: 514 982-4000
ファックス: 514 982-4099
montreal@blakes.com
www.blakes.com

Norm Saibil
事務所管理者
電話: 514 982-4001
norm.saibil@blakes.com

オタワ
45 O’Connor Street
Suite 2000  
World Exchange Plaza
Ottawa, Ontario K1P 1A4
Canada
電話: 613 788-2200
ファックス: 613 788-2247
ottawa@blakes.com

トロント
199 Bay Street
Suite 2800  
Commerce Court West
Toronto, Ontario M5L 1A9
Canada
電話: 416 863-2400
ファックス: 416 863-2653
toronto@blakes.com

カルガリー
855 ̶ 2nd Street S.W.
Suite 3500  
Bankers Hall East Tower
Calgary, Alberta T2P 4J8
Canada
電話: 403 260-9600
ファックス: 403 260-9700
calgary@blakes.com

バンクーバー
595 Burrard Street
P.O. Box 49314
Suite 2600, Three Bentall Centre
Vancouver, British Columbia   
V7X 1L3
Canada
電話: 604 631-3300
ファックス: 604 631-3309
vancouver@blakes.com

アメリカ合衆国
ニューヨーク
Blake, Cassels & Graydon (U.S.) LLP
126 East 56th Street
Suite 801, Tower 56
New York, New York 10022-3613
U.S.A.
電話: 212 893-8200
ファックス: 212 829-9500
newyork@blakes.com

シカゴ
181 West Madison Street
Suite 3610
Chicago, Illinois 60602-4645
U.S.A.
電話: 312 739-3610
ファックス: 312 739-3611
chicago@blakes.com

ヨーロッパ
ロンドン
10 Lloyd’s Avenue
7th Floor
London EC3N 3AX
United Kingdom
電話: +44 20 7680 4600
ファックス: +44 20 7680 4646
london@blakes.com

中国
北京
7 Dong Sanhuan Zhonglu
Suite 901, Office Tower A
Beijing Fortune Plaza
Chaoyang District
Beijing 100020
China
電話: +86 10 6530 9010
ファックス: +86 10 6530 9008
beijing@blakes.com

Robert Kwauk
事務所管理者
Tel.: +86 10 6530 9001 × 13
bob.kwauk@blakes.com.cn
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カナダ
Montréal
1, Place Ville-Marie
Bureau 3000  
Montréal (Québec) H3B 4T9  
Canada 
電話: 514 393-7115
ファックス: 514 390-4123

トロント
181 Bay Street 
Bay Wellington Tower - BCE Place
Suite 1400  
Toronto, Ontario M5J 2V1  
Canada 
電話: 416 601-6150 
ファックス: 416 601-6151

カルガリー
3000 Scotia Centre
700 - 2nd Street S.W  
Calgary, Alberta T2P 0S7  
Canada 
電話: 403 267-1700 
ファックス: 403 264-2871

バンクーバー
2800 - 1055 Dunsmuir Street
4 Bentall Centre  
Vancouver, British Columbia  
V7X 1P4  
Canada 
電話: 604 669-4466 
ファックス: 604 685-0395

アメリカ合衆国
ニューヨーク
Two World Financial Center
225 Liberty Street  
New York, New York 10281-1414  
U.S.A. 
電話: 212 436-2000
ファックス: 212 436-5000

ロサンゼルス
Two California Plaza
350 S. Grand Ave.
Suite 200  
Los Angeles, California  
90071-3462  
U.S.A.  
電話: 213 688-0800
ファックス: 213 688-0100

シカゴ
111 S. Wacker Drive  
Chicago, Illinois 60606-4301  
U.S.A.  
電話: 312 486-1000
ファックス: 312 486-1486

ワシントン DC
555 12th St. N.W.
Suite 500  
Washington, District of Columbia 
20004-1207  
U.S.A.  
電話: 202 879-5600
ファックス: 202 879-5607

イギリス
ロンドン 
Stonecutter Court
1 Stonecutter Street  
London  
United Kingdom
EC4A 4TR  
電話: +44 (0)20 7936 3000
ファックス: +44 (0)20 7583 1198

フランス
パリ
185, avenue Charles-de-Gaulle
92524 Neuilly-sur-Seine Cedex
France
電話: +01 40 88 28 00
ファックス: +01 40 88 28 28

ドイツ
フランクフルト
Franklinstraße 50  
60486 Frankfurt am Main 
Germany 
電話: +49 69 75695-01
ファックス: +49 69 75695-6333

ミュンヘン
Rosenheimer Platz 4  
81669 München  
Germany
電話: +49 89 29036-0
ファックス: +49 89 29036-8108

中国
上海
Deloitte Touche Tohmatsu CPA Ltd.
30/F Bund Center
222 Yan An Road East  
200002 Shanghai  
China 
電話: +86 (21) 6141 8888
ファックス: +86 (21) 6335 0003

香港 
Deloitte Touche Tohmatsu 
35/F One Pacific Place
88 Queensway  
Hong Kong SAR  
China 
電話: +(852) 2852 1600
ファックス: +(852) 2541 1911

北京
Deloitte Touche Tohmatsu CPA Ltd.
8/F Office Tower W2
The Towers, Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue  
100738 Beijing  
China 
電話: +86 (10) 8520 7788
ファックス: +86 (10) 8518 1218

インド
ムンバイ
Deloitte Touche  
Tohmatsu India Pvt Ltd.
12, Dr. Annie Besant Road
Opposite Shiv Sagar Estate
Worli, Mumbai 400 018
India
電話: +91 (0) 22 6667 9000
ファックス: +91 (0) 22 6667 9025

バンガロール
Deloitte Touche Tohmatsu  
India Pvt. Ltd.
Deloitte Centre, Anchorage II  
100/2, Richmond Road  
Bangalore 560 025
India
電話: +91 (0) 80 55276000
ファックス: +91 (0) 80 55276409

デリー
Deloitte Touche Tohmatsu  
India Pvt. Ltd.
MCT House, One Okhla Centre 
Block A, Okhla, Institutional Area 
New Delhi, 110 025
India
電話: +91 (0) 11 6662 2000 
ファックス: +91 (0) 11 6662 2011

オーストラリア
シドニー
P.O. Box N250 Grosvenor Place
225 George Street  
NSW 1217  
Sydney 
Australia
電話: +61 2 9322 7000
ファックス: +61 2 9322 7001

南アフリカ共和国
ケープ タウン
Brookside, 11 Lansdowne Road, 
Claremont
P.O. Box 578  
Cape Town  
8000  
South Africa 
電話: +27 (0) 21 670-1500
ファックス: +27 (0) 21 674-3076

ブラジル
サンパウロ  
Rua Alexandre Dumas, 1981  
04717-906 São Paulo, SP  
Brazil 
電話: +55 11 5186-1000
ファックス: +55 11 5185-2911
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低コストの地、 
Québec (ケベック州)
136 ヶ所における 17 の事業を国際比較した 2008 年の
KPMG社の研究によると、Québec (ケベック州) における
主要なコスト要因は平均して 4.1% アメリカ合衆国より低く
なっています。

Québec (ケベック州) の製造業における主要なコスト要因
は、平均して2.7% アメリカ合衆国より低くなっています。

30  QUÉBEC (ケベック州) での投資 / 添付資料 - 運営コスト

Québec 
(ケベック)        

Québec 
(ケベック)        

カナダ

オーストラリア

アメリカ合衆国

カナダ

オーストラリア

アメリカ合衆国

フランス

フランス

イギリス

イタリア

オランダ

イギリス

イタリア

オランダ

日本

日本

ドイツ

ドイツ

出典： KPMG の国際ビジネス・ロケーションのためのガイド、 2008 年版

出典： KPMG の国際ビジネス・ロケーションのためのガイド、 2008 年版

指数：アメリカ合衆国＝100

指数：アメリカ合衆国＝100

12 産業部門の平均

製造業の平均

年間総コストの比較

年間総コストの比較
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Québec (ケベック州) の研究開発産業における主要なコ
スト要因は、平均して 12.2% アメリカ合衆国より低くな
っています。

Québec (ケベック州) のソフトウェア部門における主要
なコスト要因は、平均して 7.2% アメリカ合衆国より低く
なっています。
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Québec (ケベック州) の運送コストは北米においてもっ
とも低いものとなっています。陸路および海路における
低料金のために、 Québec (ケベック州) の運送コストは
平均して 33% アメリカ合衆国より低くなっています。

Québec 
(ケベック)        
カナダ

アメリカ合衆国

オーストラリア

フランス

イギリス

オランダ

イタリア

日本

ドイツ

Québec 
(ケベック)          陸路

  空路
  海路

カナダ

アメリカ合衆国

出典： KPMG の国際ビジネス・ロケーションのためのガイド、 2008 年版

出典： KPMG の国際ビジネス・ロケーションのためのガイド、 2008 年版
注：コストは KMPG によって開発された製品流通モデルに基づいています。
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指数：アメリカ合衆国＝100 指数：アメリカ合衆国＝100
研究開発産業の平均

製造業部門7分野の比較（単位： 1000 アメリカ・ドル）

ソフトウェア部門の平均
年間総コストの比較

2008 年の運送コストの比較

年間総コストの比較
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