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ジョージア州はビジネスの
拠点として最適な州です

立地コンサルタントと企業は、5年連続でジョージア州を米国で 

最もビジネスに最適な州と格付けしています。（Site Selection、
2018年）。物流やグローバルアクセスのほか、生活の質、才能豊
かな労働力など、ジョージア州にはさまざまな競争上の優位性が
あります。

ジョージア州では元々低コストでビジネスを運営できますが、州
の画期的なビジネスインセンティブによって一層のコスト削減が
実現できます。強力な税控除プログラムによって、何年も企業の
州法人所得税を減額（または免除に）することが可能です。

その他のインセンティブプログラムとしては、毎年のように全米第
1位に選ばれている従業員トレーニングプログラム（職業訓練制
度）である、ジョージア州「クイックスタート」があります。

ジョージア州でビジネスを拡大する、または拠点を持つことに関
心がある企業に対して、ジョージア州商務省（Georgia 

Department of Economic Development：GDEcD）が支
援いたします。立地、従業員トレーニング、輸出支援のほか、各産
業またはビジネスにマッチした税額控除およびその他のインセン
ティブを含む、さまざまなサービスを手配します。

全州をカバーするプロジェクトマネジャーのチームが産業別に編
成されており専門チームがそのセクター内の企業に特化したノウ
ハウを提供します。

「既存産業および地域採用支援」チームが、ジョージア州の既存
企業と現場で面談し、その企業のニーズをよく理解した上で、州
内のリソースや活用可能なプログラムを企業のニーズに照し合わ
せマッチさせる方法で企業の成長を支援します。

航空宇宙
アグリビジネス
自動車

コールセンター
データセンター

防衛
エネルギー・環境
映画、テレビ、 

デジタルエンターテインメント
金融・保険業
食品加工
本社

情報技術（IT）
ライフサイエンス
物流・輸送
製造業
観光業

主要産業

目次

ページ

税額控除
5

中小企業および 
起業家の支援 

15

免税措置
16

採用、トレーニング、 
および教育

18

ジョージア州の 
既存企業への支援

22



競争に有利なジョージア州の税制
ジョージア州の税制は、たとえ税額控除が考慮されなくても元々、コストの優位なも
のとなっています。ジョージア州では、1969年以降、6%以下という低い法人所得税
率を変更しておらず、現在5.75%になっています。2005年には単一総収入按分率の
方式（単一要素計算式）を導入し、企業に優しいアプローチをとっています。

単一按分率
多くの企業にとって、ジョージア州の単一按分率の方式を使うと、何十万ドルから長
期で何百万ドルものコスト削減になります。この方式により、ジョージアの企業は、課
税対象となる収入の一部に対してのみ、同州の6%の法人所得税を支払います。その
部分は、その企業のジョージア州内における売上の割合で決まります。

ほとんどの州は依然として、企業の州内の資産と給与を企業の法人所得税の計算に
組み込む従来の按分方式を使用しています。単一の按分率によって、ジョージア州外
の顧客に対する売上が多い企業には、ジョージア州の有効所得課税率が大幅に減額
されます。

さらにジョージア州では、多くの州が州外の顧客への物品またはサービスの販売から
得た収入の課税に使用する、いわゆる「スローバック・ルール」を導入していません。

例：2018税年度に、ジョージア州で次の合計の総合課税所得と総収入高があると
想定してください（合計総収入と比較）。

課税所得：1000万ドル

ジョージア州の総収入の割合：5%

2018年、収入の50万ドルのみがジョージア州の6%の法人所得税の課税対象と
なるので、法人所得税義務は3万ドルとなります [（1000万ドル x 5%） x 6%]。

ジョージア州とアトランタ市からの多大な支援が大きく貢献したことは 

言うまでもありません。また、ここアトランタのたいへん誇り高い 

熟練労働力を活用できるという点も同様に重要です。」 

Porsche Cars North America, Inc. 

エグゼクティブ・ボード・オブ・マネジメント
Bernhard Maier氏 

「
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ジョージア州2018年雇用税額控除の層 
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このマップは、2018年現在のDepartment of Community Affairs（地域省）が 
提供した情報に基づくものです。
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税額控除

MZ= 軍事区域  OZ= オポチュニティー区域  LDCT= 低開発の人口調査標準地域

例：4000ドルの税額控除を提供する層1の郡で50の雇用を創出すると、5年間合計で100万ドルの税額控除を 

受けられるか、ジョージア州の法人所得税がかからなくなります [50の雇用 x 4000ドル x 5年 = 100万ドル]。使
用されていない税額控除を従業員の個人所得税から引くことも可能です。

雇用税額控除
新規進出企業や拡張を行う既存企業は、ジョージア州の新規雇用創出において、雇用税額控除が得られます。これら
の税額控除は、企業の法人所得税の納税義務を効果的に減額し、特定の地域では企業の給与源泉徴収義務も引き下
げることができます。

その条件と控除額は、新規雇用がどこで発生するかによって異なりますが、ジョージア州の低開発地域では資格条件
は低く、控除額は高くなります。毎年ジョージア州内159の全郡が、失業率、一人当たりの収入、および貧困率に基づき、
4つの「層（Tier）」の1つに割り当てられます。

企業は、雇用税額控除を獲得する資格を一旦与えられると、その後5年間に創出する（および維持する）各新規雇用に
対しても同税額控除が与えられます。それら雇用は、創出後5年間毎年税額控除が受けられます。

MZ/OZ 3500ドル 2
納税義務100% 

- 超過分は源泉徴収へ
10年

LDCT 3500ドル 5
納税義務100% 

- 超過分は源泉徴収へ
10年

* 合同開発局（JDA）の500ドル交付金を含みます。ジョージアの郡は提携関係を築いており、企業にこの500ドルの雇用税額控除ボー
ナスを提供します。

** 税額控除はジョージア州の法人所得税に適用されます

層 税額控除 
（5年間） 最少 新規雇用数 税額控除の使用** 繰越

1 4000ドル* 2
納税義務100%

- 超過分は源泉徴収へ最大3500ドル超過
10年

2 3000ドル* 10 納税義務100% 10年

3 1750ドル* 15 納税義務50% 10年

4 1250ドル* 25 納税義務50% 10年

なぜジョージアが拠点として一番いい所かというとまずロジスティックの問題があります。陸海空とあるんですけれ
ども、陸からいうとインターステートが通ってますんで非常に交通の便がいい…それから港のほうは、大きな港がサ
バンナという所にありまして、日本からの輸入、それから日本への輸出を含めてすべてサバンナ港を使っています。」  

小林よしみ

シニアバイスプレジデント

YKK USA

「
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雇用税額控除を受ける資格
次の産業に携わっている企業は、州内のどの場所においても
新規のフルタイムでの雇用を創出した場合、雇用税額控除を
受けることができます。

•  製造業
•  倉庫・流通業
•  加工業
•  電気通信業
•  放送業
•  観光業
•  研究開発施設
•  バイオメディカル関連製造

資格を得るには、各雇用は、常勤であり、既存の従業員に提
供しているものと同等の医療保険手当を提供し、 賃金は郡の
平均賃金より高く且つ州の平均最低賃金（2018年6月時点で
週に484ドル）を維持して支払う必要があります。

雇用の所在地によって、雇用税額控除が受けられる最少人数
が決定されます。初年度に層1の地域では最少2名から、また
層4の地域では最少25名の新規での正規従業員の雇用を創
出する必要があります。

雇用税額控除の資格期間である5年間が終了した後に作り出
される新規雇用は、再度雇用税額控除プログラムの最低要
件を満たし、次の5年のサイクルを始められない限り、税額控
除は得られません。

我々が体験したジョージア州労働訓練プログラム
『クイック・スタート』のサービスは目を見張るほ
ど素晴らしかったです。だからこそジョージア州

を選びました。」 
 

東洋タイヤ ノース・アメリカ
取締役会長、最高経営責任者

ジム・ホーク

東洋タイヤ

ジョージア州の源泉徴収税を軽減する雇用税額控除の利用

層1の郡、 オポチュニティー 区域、軍事区域、低開発の人口調査標準地域にプロジェクトを立地する企業は、ジョージア州法人所

得税の納税義務の100%に対し雇用税額控除を適用できます。ジョージア州法人所得税の納税義務を金額果した後は、企業は残

りの雇用税額控除（雇用につき最大3500ドル）をジョージア州給の源泉徴収分に適用できます。源泉徴収に適用される雇用税

額控除は実質その企業の新しいキャッシュフローを意味します。

利用方法の詳細について、Georgia.org/TaxCreditsをご覧になって下さい。

「
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雇用税額控除の金額
税額控除の金額は、5年の期間に創出される各新規雇用につ
いて、5年間の毎年、750ドルから4000ドルの範囲になります
（その層と、郡が合同開発局のメンバーであるかどうかによっ
て異なる）。各郡の税額控除額は5ページに記載されています。

税額控除は、層1と2の郡では州法人所得税納税義務の100%、
または層3と4の郡では州法人所得税納税義務の50%が対象
になります。請求されても未使用の税額控除は、要件を満たす
雇用が創出された課税年度の終了時点から10年間繰り越すこ
とができます。

さらに、層1の郡では、余った雇用税額控除額分は、ジョージア
州の給与源泉徴収税（年あたり、雇用につき3500ドルの限度
額）に充当されます。

特別区域
特定の区域には特別な指定があります。低開発の人口調査
標準地域（LDCT）、オポチュニティー区域（OZ）、および軍
事区域（MZ）にある企業は、1雇用当たり3,500ドル且つ法
人所得税納税義務の100％分に適用できる雇用税額控除を
受ける資格があります。余った雇用税額分は、州源泉徴収税
の相殺に使用できます。OZとMZ、およびジョージア州で最
も開発が遅れている40の郡は、小売ビジネスを含むあらゆ
る事業体に対して、2雇用以上の新規雇用を創出すれば雇用
税額控除を提供します。

LDCT、OZ、およびMZは州の全域にあり、雇用の最低要
件、雇用税額控除額、およびこれらの地域に許可されている
クレジットの使用は、これら指定地域に属する郡の既存のも
のに優先します。

雇用税額控除は、O.C.G.A. § 48-7-40、およびジョージ
ア州地域省が発行するルールの110-9.1章で概説されるプロ
グラムの要件に従います。

ジョージア州の企業は 
2017年には1286億ドル以上の 
商品を輸出しています。
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港税額控除ボーナス
港税額控除ボーナスは、雇用税額控除または投資税額控除
（20ページを参照）を受ける資格を有し、ジョージアの港を
経由する輸入または輸出が前年比または基準年比で10パー
セント増加している納税者が利用可能です。基準年の港湾
取扱高は少なくとも正味75トン、コンテナ5個または10TEU

（20フィートコンテナ換算）でなくてはなりません。そうでな
い場合、正味75トン、コンテナ5個または10TEUという基準
が用いられ、その増加分が計算されます。港税額控除ボー
ナスは、雇用または投資税額控除プログラムのいずれかと
併用できます。港税額控除は、企業の法人所得税納税義務
の最大50%を相殺するために使用できます。港での取扱高
が1年目で得たクレジット受給資格のレベルを上回る率で増
加し続け且つ雇用または投資税額控除の要件を満たし続け
る場合、未使用の港税額控除は10年間繰り越すことができ
ます。港税額控除ボーナスは、クオリティー雇用税額控除と
は併用できませんのでご注意ください。ジョージア州港湾局
の港は、4ページに記載された層マップに示されています。

港税額控除は、O.C.G.A. § 48-7-40.15に概説されている
とおり、プログラム要件に従います。

雇用税額控除のための港税額控除ボーナス
この「港ボーナス」は、ジョージア州の港経由で船荷の取扱高
がその受給条件に沿って増加した事業者に対し、最大5年間、
毎年1雇用につき1250ドルを追加するものです。この1250ド
ルは雇用税額控除に追加されます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資税額控除のための港税額控除ボーナス
この「港ボーナス」は、層レベルにかかわらず、層1の場所と同
等に投資税額控除を増額します。すなわちこれは、製造に直
接係わる投資もしくは電気通信サービス提供業者による投資
の場合その投資額の5%となり、さらにリサイクル、公害防止、
および軍民転換への投資の場合には8%になります。投資税
額控除の追加情報については、22ページをご覧ください。

ジョージア州の 
サバンナ港は米国で最も 

成長率の高い
コンテナ・ターミナルです。

例：層1の郡で50の雇用を創出し、10%以上港湾取扱高
が増加した場合、港税額控除ボーナスを受けいただけ
ます。131万2500ドルの税額控除を5年間に亘り受け
られ、ジョージア州所得税の減額または免除が可能と
なります。[50の雇用 x（雇用税額控除4000ドル + 

港税額控除ボーナス1250ドル） x 5年] = 131万2500

ドル。

例：層4の郡の港ボーナスの要件を満たし、製造工場に1

億ドル、そしてリサイクル設備に2500万ドル投資したと
します。700万ドルの投資税額控除の対象となり、ジョー
ジア州所得税の減額または免除が可能となります。 
[1億ドル x 5%] + [2500万ドル x 8%] = 700万ドル。

サバンナ港
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デジタルエンターテインメント事業 

ジョージア州で最低25万ドルの費用を投じるデジタル／インタ
ラクティブエンターテインメント制作企業には、20パー 

セントの税額控除が設けられています（2018年に導入）。プロ
ジェクトの販促Webページ上に埋め込み式でジョージア州の 

ロゴやWebリンクを含めたり、別の方法であっても、州に同等か
それ以上に優れたマーケティング機会を提供している場合に
は、追加で10%が増加されます。

この所得税税額控除は、ジョージア州所得税納税義務、または
企業のジョージア州源泉徴収税に対して使用できます。インタ
ラクティブエンターテインメント制作企業が望めば、この税額
控除は一度きりの条件付きで他の単独もしくは複数のジョージ
ア州納税者に販売または譲渡できます。

インタラクティブエンターテインメント企業は、総利益が1億ドル
未満の場合のみ、この控除を受ける資格があります。2018年に
導入 またはプレリリースされたインタラクティブゲームは、最
長3年間、20%の税額控除を受けることができます。

インタラクティブエンターテインメント制作企業とその関係企
業が利用できる合計税額控除は、各年1250万ドルが上限であ
り、先着順で提供されます。どの企業も年間で150万ドルまた
はそのジョージア州での合計給与額（いずれか低い方）以上を
受け取ることはできません。

映画およびテレビ 

ジョージア州は、ジョージア州での映画、テレビ、ミュージックビ
デオおよびコマーシャル制作、並びに音楽や演劇の公演、また
は映画、テレビ、インタラクティブエンターテインメントとシンク
ロされた録音型音楽制作に対して税額控除を設けています。

映画、テレビ、インタラクティブエンターテインメント税額控除
は、O.C.G.A. § 48-7-40.26で概説されているプログラム要
件に従います。音楽および演劇公演の税額控除は、O.C.G.A. 

§ 48-7-40.32に概説されているプログラム要件に従いま
す。

詳しくは、Georgia.org/Filmをご覧ください。

ザ・ウォーキング・デッド

スパイダーマン：ホームカミング

Hi-Rez Studios
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クオリティー雇用税額控除
企業は、24ヶ月間に、立地する郡の平均賃金の110%以上を
支払う50以上の新規雇用を創出・維持する場合、クオリ
ティー雇用 税額控除 （Quality Jobs Tax Credits：
QJTC）を受けることができます。QJTCの額は、最大5年間、
1年あたりの雇用につき2500～5000ドルの範囲です。

適格となった場合、企業は、次の7年間で創出し維持する追
加雇用に対してもこのQJTCを受けることができます。7年
の期間が終了したあとに創出された新規雇用については、
再度プロジェクトが24ヶ月の期間内に少なくとも正味50の
新規雇用を創出して次の7年間の新規でのサイクルを開始
しない限り、QJTCの控除は受けられません。

すでにQJTCの7年間の税額控除を受けている企業が最低
250万ドルを新施設 （法律で定められた） に投資する場合、
最初のQJTC終了前に、２つ目のQJTCを開設できます。

QJTCは、州法人所得税納税義務の100%に対して適用で
き、すべての納税義務が果たされた場合、税額控除は、企業
の州源泉徴収税を相殺するために使用できます。未使用の
税額控除は、要件を満たす雇用が 創出された課税年度の終
了時点から10年間繰り越すことができます。

適格な雇用はQJTCまたは雇用税額控除（JCT）を受けるこ
とができますが、両方を受けることはできません。ただし、
QJTCのための要件を満たさない新規雇用については、そ
れがJTCの受給資格条件を別途満たしている場合には、JTC

を求めることができます。現在の郡平均賃金については、
ジョージア州労働市場調査ウェブサイト（https://explorer.

gdol.ga.gov）の広報からジョージア州雇用賃金年次報告を
ご覧ください。QJTCは、O.C.G.A. § 48-7-40.17、および
ジョージア州歳入省が発行するルールの規制560-7-8-.51

で概説される要件に従います。

郡平均賃金の割合 クオリティー雇用税額控除額
（5年間）

≥110% かつ <120% 2500ドル

≥120% かつ <150% 3000ドル

≥150% かつ <175% 4000ドル

≥175% かつ <200% 4500ドル

200%以上 5000ドル

10



ジョージア州の源泉徴収税を
軽減するクオリティー雇用税額
控除の利用
企業は、ジョージア州法人所得税納税義務の100

パーセントに対しクオリティー雇用税額控除を適用
できます。ジョージア州法人所得税の納税義務が全
て果たされた後は、企業は残りのクオリティー雇用
税額控除をジョージア州源泉徴収税に適用できま
す。源泉徴収税に適用されるクオリティー雇用税額
控除は、実質的にその企業の新しいキャッシュフ
ローを意味します。

詳しくは、6ページのジョージア州源泉徴収税への税
額控除適用のプロセスをご参照ください。

サバンナ港

ジョージア州は、他のほとんどの州よりも、ビジネス、そ
してビジネスを行う要件を真に理解しています。 

始めから、ビジネスフレンドリーな環境で、 
地域社会とのつながりを認識できました。 

価値あるインセンティブパッケージのあるこの種の 

環境は、大企業にとって魅力的であるため、 
企業は深く関与し、地域社会に貢献せずには 

いられなくなります。」 
 

三菱日立パワーシステムズ（米国）
エグゼクティブ・バイス・プレジデント（2015年）

James Williams氏

「

例：合同開発局（JDA）の一部である層1の郡に75の新
規雇用を創出するとします。この75の雇用の内50が
QJTC賃金要件を満たしており、それら雇用の平均賃
金が郡平均を205％上回っているとします。すると、こ
の50の各雇用に対し、5000ドルのQJTC税額が発生
します。QJTCの賃金要件を満たさない25の雇用は
JTCを 受 けることが で きま す。これ により、 
各雇用につき4000ドルのJTC税額控除が得られま
す。175万ドルの税額控除の対象になります [50の雇
用 x QJTC 5000ドル x 5年 + 25の雇用 x JTC 

4000ドル x 5年 = 175万ドル]。

三菱日立パワーシステムズ
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研究開発税額控除
州内で適格な研究開発（R&D）活動を行うジョージア州の
企業は、企業または企業の本社が以下の戦略的産業に携わ
る場合には、税額控除を受ける資格を有します：

• 製造業

• 倉庫・流通業

• 加工業 

• 電気通信業

• 放送業

• 観光業

• 研究開発施設

• 生物医学製造

基準を満たす企業は、基準額計算に基づき、ジョージア
州内で増加したR&D費用の最大10パーセントを税額控除
として請求できます。この控除の対象はR&D専用施設だけ
ではありません。上記の戦略的産業の施設はいずれも、基
準を満たす支出があればこれらの控除を請求できます。

研究開発税額控除は、他の税額控除のすべてを適用したあ
とに、企業の正味のジョージア州法人所得税納税義務の
50%に適用されます。R&Dの控除限度を超える分は、企業
の州源泉徴収税に適用できます。未使用の税額控除は、要
件を満たすR&D費が発生した課税年度の終了から最大10

年間繰り越すことができます。

要件を満たすR&Dの費目は、支払われる全賃金および
サービスと供給品の全購入がジョージア州内のR&Dに投じ
られるものでなくてはならないことを除き、修正どおり、
1986年内国歳入法の第41節に定められています。

控除額は適格なR&D費から基準額を差し引いた額の10%

に相当します。基準額を計算するには、企業のジョージア州
での当事業年度の売上に以下のどちらかをかけてくださ
い：

• 前年までの3年間におけるジョージア州での売上額 に
対するR&D費の総額の平均比率、または

• 基準額を計算するには0.300のいずれか低い方。

前年までの3年間に売上げが生じなかった年があった場合
は、当事業年度のジョージア州での売上に0.300を掛けて
ください。

R&D税額控除は、O.C.G.A. § 48-7-40.12に概説されて
いるプログラム要件に従います。

ジョージア州源泉徴収税を
減らすために研究開発（R&D）税額
控除を利用する

R&D税額控除は、別の全ての税額控除クレジットが適用
された後に、ジョージア州法人所得税納税義務の50%に
適用できます。企業は、まだ納税義務が残っているジョー
ジア州法人所得税納税額の50%に研究開発税額控除ク
レジットを適用した後、残りのR&D税額控除をジョージ
ア州源泉徴収税に適用できます。源泉徴収税に適用され
るR&D税額控除は基本的にその企業の新しいキャッシュ
フローを意味します。

詳しくは、6ページのジョージア源泉徴収税への税額控除
適用プロセスをご参照ください。

ヤンマー12



ほとんどの製造業者は、何らかのレベルでジョージア州
R&D税額控除を受ける資格を有する活動を行っています。
以下の活動のいずれかに貴社が関与している場合は、これ
らの活動に関連する貴社の支出の一部は、この控除を受け
る資格を有します：

• ERPソフトウェアや新規工場設備の導入などのような
工程改善の立ち上げと稼働に向けた資本財を購入す
るためのR&D

• 新製品またはプロセスの開発または試作

• レガシーソフトウェアソリューションの改善への投資

• サービスのクラウドへの移行

ジョージア工科大学
エエエエ
エレクタ

UPS

日本はジョージア州にとってトップの 

投資国であり、ドル換算の投資額で  

1 位、施設数では 3 位を占めています。
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大型プロジェクト税額控除
以下のような企業
• フルタイム勤務の新規従業員を少なくとも1800人 

雇用する

• 4億5000万ドル以上を投資するか、年間給与を最低 

1億5000万ドル以上支払っているかのどちらか、および

•  所定の最低賃金を上回る平均賃金を支払っているか 

急成長の可能性を示していれば、それぞれの 

新規雇用の最初の5年間に対し、雇用につき 

年間5250ドルの税額控除を請求できる。

企業は、投資額に応じて、雇用創出の最少必要数を満たすの
に最長で10年かけることができます：

税額控除は、最初に、州法人所得税納税義務の100％に適用
され、残った分は州源泉徴収税に対して適用できます。税額控
除は10年間繰り越すことができます。1つのプロジェクトで最大
4500の新規雇用が創出された場合、これらの税額控除を得
られる可能性があります。必須の1800の新規雇用が維持され
ない場合、税額控除返還の可能性もあります。

使用方法について、Georgia.org/TaxCreditsをご覧下さい。

大型プロジェクト税額控除は、O.C.G.A. § 48-7-40.24で概説
されているプログラム要件に従います。

育児税額控除 
育児税額控除は、従業員のために的確な育児施設を購入ま
たは建設するか、もしくは育児を提供またはスポンサーする
雇用主が対象です。
  

州の認可施設を購入または建設する雇用主に対し、控除は建
設費の100%で、10年間に亘って受けることができます（毎年
10%ずつ）。未使用の控除額は3年間繰り越すことができます。
 

州の認可施設で育児支援を提供またはスポンサーする雇用
主は、雇用主の直接費の75%と同等の税額控除の資格が得
られます。育児の提供またはスポンサーに関連する控除は、
5年間繰り越すことができます。
  

全ての育児税額控除は、法人所得税の納税義務の50%に適
用できます。

育児税額控除は、O.C.G.A. § 48-7-40.6、およびジョージ
ア州歳入省が発行するルールの規制560-7-8-.38で概説さ
れるているプログラムの要件に従います。

仮釈放者税額控除
ジョージア州は、仮釈放を許可された人の雇用日から12ヶ月以
内の雇用に対し、一人につき2500ドルの税額控除を提供し
ています。

この控除は、企業が得られうる全種類の雇用税額控除に加え
て利用可能であり、1 個人につき1回のみ利用可能であり、1

雇用主毎に各課税年度で5万ドルの制限があります。この控
除は、州法人税納税義務の100%に適用され、超過分は3年
間繰り越すことができます。

どの産業の雇用主も、この税額控除を受ける資格を有します
が、ただ企業は郡の平均賃金より高く且つ州の平均最低賃金
（2017年6月時点で週に480ドル）を維持して給与を支払う
場合のみ、この税額控除を請求できます。

仮釈放者税額控除は、O.C.G.A. 48-7-40.31、およびジョー
ジア州歳入省が発行するルールの規制560-7-8-.58で概説
されるているプログラムの要件に従います。

以下年末 
まで：

6年目

 

8年目

企業は以下の物件を購
入または所有した場合：

4億5000万ドル 
から6億ドルの間

6億ドル 
から8億ドルの間

8億ドル以上

企業は以下年内に 
雇用創出最少必要数を 
満たさなくてはなりません：

6年目

 
8年目

 
10年目
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小林製薬/Hot Hands

「

中小企業および起業家への支援
中小企業は、本パンフレットで概説されているプログラムの多くを受ける資格を有します。また、ジョージア州では、中小企業と
起業家のニーズを満たすために専用にデザインされた様々なプログラムを提供しています。Georgia.org/SmallBusiness

州中小企業税額控除の取組み（SSBCI）
州中小企業税額控除の取組み（State Small Business Credit Initiative：SSBCI）は、銀行や、借入保証および協力融資機
会を提供する地域開発金融機関（CDFI）を通して、中小企業に融資することを目的としています。Georgia-ssbci.com

個人投資家税額控除
ジョージア州は、ジョージア州の特定の要件を満たしたビジネスに投資する資格のある投資家に対し、所得税税額控除を
提供します。その税額控除は、投資の実施から2年後に請求できます。税額控除は投資額の35%であり、個人投資家の上限
額は年間5万ドルです。O.C.G.A. § 48-7-40.30. 

我々の自然の醸造方法にとっては、ジョージア州グリフィン市はまさに理想の場所です。そして、ジョージア州を新しいホー
ムグラウンドとしている数多くの優良な日系企業に仲間入りすることにとてもワクワクしています。」

 

マルカン酢 

取締役社長 十代
笹田傳左衛門

アメリカン・スピリット・ウイスキー

マルカン酢サバンナビーカンパニー
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免税 内容

製造用機械および設備

製造工程に必要不可欠な製造用機械および設備で製造工場において使用されるものは、売上
税が免除されます。対象となる機械および設備は、新規製造工場用に、既存製造工場内の機械
の入れ替えとして、または既存製造工場のアップグレード用もしくは拡張用に購入するものでな
ければなりません。[Ga. Comp. R. & Regs. 560-12-2-.62]

工業用機械の修理
既存の製造工場における有形動産の製造に必要不可欠な機械の修理部品または交換部品、機
械用保護具、モールド、金型、ワックス類もしくは工具類の売上税または使用税は免除されます。
[Ga. Comp. R. & Regs. 560-12-2-.62]

原材料および梱包
完成品の構成部品やさらなる処理、製造、または変換に使用される材料、販売のために製造さ
れる製品に塗布または含浸される材料、販売または出荷用に製品を梱包する際に使用される再
利用不可能な材料は、非課税で購入できます。 [Ga. Comp. R. & Regs. 560-12-2-.62]

製造に使用されるエネルギー 

製造工場における有形動産の製造に必要不可欠なエネルギーの販売、使用、保管または消費
は、全ての売上税および使用税が免除されますが、教育目的のための売上税および使用税（通
常1.0%）は例外とします。 これには製造工場で直接または間接的に使用されるエネルギーも
含まれます。 [Ga. Comp. R. & Regs. 560-12-2-.64]

主要マテリアルハンドリング設備

自社工場の一部を自社のマテリアルハンドリング機能の専有部としている製造業者は、有形動
産の取扱い、移動または保管に使用する機械および設備の購入について、購入または拡張の総
額 が500万ド ル 以 上で ある場 合 は、売 上 税 および 使 用 税 が 免 除されます。   
[Ga. Comp. R. & Regs. 560-12-2-.103]

公害防止設備
大気および水質汚染の低減または除去を主目的として使用される機械・設備は免税になります。
[Ga. Comp. R. & Regs. 560-12-2-.62]

クリーンルームの設備

クラス100以下のクリーンルームの設置または稼働に組込まれ使用される機械、設備および材料
の販売は、クリーンルームが有形動産の生産に使用される場合、売上税を免除されます。クリー
ンルームを収容する建屋そのものの恒久的、取外し不可能な構成部分は免税になりません。  
[O.C.G.A. § 48-8-3(69)

免税
製造業者のための免税
売上税・使用税の免税
ジョージア州では、製造工場が自社工場の稼働に必要とする支出に対して、売上税と使用税の免税を広範囲に提供し
ています。ジョージア州で売上税と使用税の税率6～8.9%が免税となる、同州の製造業者の主要な支出領域を以下
にご紹介します。

在庫税の免税 
ジョージア州では、在庫またはその他の不動産または動産に州の固定資産税は課税されません。ジョージア州のレベ
ル1フリーポート法に基づき、各カウンティおよび地方自治体は、4種類の異なる在庫クラスに対して在庫価値の20%、
40%、60%、80%、または100%の地方固定資産税免税を制定する選択肢を持ちます。  

レベル1フリーポート法に基づき製造業者に関係する製品は次の2つのクラスに分かれています。 

 クラス1: 原材料および部分的に完成した製品を含む、生産または製造の工程途中にある製品在庫。
 クラス2:  ジョージア州内で、製造者または生産者により生産または製造された完成品の在庫で、保管期間が

12か月を超えていないもの。

16



外国貿易区域（FOREIGN TRADE ZONE：FTZ）
FTZプログラムにより、要件を満たす企業は、ジョージア州で組立てる製品に使用する海外からの輸入材料について、
関税の繰延または減免が認められます。ジョージア州の3つの国際港湾施設のそれぞれに、関連したFTZプロジェク
トがあります。
 • アトランタ空港　FTZ #26

 • ブランズウィック港　FTZ #144

 • サバンナ港　FTZ #104 

2017年、「Site Selection（サイト・セレクション）」誌により、米国の２つのトップフリートレードゾーンの１つにFTZ 

#26（アトランタ空港）がランクされました。

在庫税の免税 
ジョージア州では、在庫またはその他の不動産または動産に州の固定資産税は課税されません。ジョージア州のレベ
ル1フリーポート法に基づき、各カウンティおよび地方自治体は、4種類の異なる在庫クラスに対して在庫価値の20%、
40%、60%、80%、または100%の地方固定資産税免税を制定する選択肢を持ちます。 ジョージア州のフリーポー
ト法は、流通施設または倉庫に属するクラス3およびクラス4の製品を含みます。

 クラス3:  倉庫、ドックまたは港湾に12か月を超えない期間で保管されており、出荷仕向け地がジョージア州
外である1月1日時点の完成品在庫。

 クラス4:  フルフィルメントセンターの在荷品で、1月1日時点でフルフィルメントセンターに保管されているもの。 

地方自治体も、住民投票を行ってレベル2フリーポートを承認することがあります。これにより、レベル1で網羅されな
い在庫または不動産、小売り在庫などに免税を拡大します。レベル1およびレベル2のフリーポート免税は、O.C.G.A. 

48-5-48.1、48-5-48.2、48-5-48.5、および48-5-48.6に記載されています。

免税 内容

データセンター新規　2018年5月

クオリティ雇用税額控除の要件を満たす新規雇用を少なくとも20名創出し、最低限の投資額を
満たすデータセンター（コロケーションおよび単独ユーザー）のプロジェクトは、対象となる購
入品について、売上税および使用税が免税になることがあります。投資の下限（1億ドルから2億
5千万ドル）は、その工場が所在するカウンティの人口と関連しています。対象となる経費には、
材料、構成部品、機械、ハードウェア、ソフトウェアまたは設備が含まれ、冷却塔、エネルギー貯
蔵媒体またはエネルギー効率化技術、スイッチ、分電盤、開閉装置、コンピューター周辺機器、
ルーター、バッテリー、配線、ケーブルまたはコンジットなども含まれます。[O.C.G.A. 48-3-
(68i)] 

ハイテク企業（単独ユーザーの
データセンターを含む）

ある種のコンピューター装置は、ハイテク企業による要件を満たす購入の年間購入総額が1千5
百万ドルを超える場合、売上税が免税になります。ハイテク企業は、特定の北米産業分類システ
ム（NAICS)コードにより分類されている必要があります。これには、単独ユーザーデータセン
ター（コロケーションデータセンターを除く）、ソフトウェア出版社、コンピューターシステム設計、
一定のテレコミュニケーション企業、金融取引処理会社、研究開発センターが含まれます。 
[Ga. Comp. R. & Regs. 560-12-2-.107] 

免税 内容

主要マテリアルハンドリング設備

購入または拡張に500万ドル以上の投資を行っている流通施設または倉庫は、要件を満たす
購入分の売上税および使用税が免税になります。対象設備の定義は、有形動産の取扱、移動、
または保管に使用する機械および設備です。流通施設または倉庫は、小売販売が同施設の総収
入の15%以上でないことが条件となります。 [Ga. Comp. R. & Regs. 560-12-2-.103] 

データセンターおよびハイテク企業売上税および使用税の免税
ジョージア州では、同州のデータセンターおよびハイテク企業に対する売上税および使用税6～8.9%が免税になります。

流通センターの免税売上税および使用税の免除 
ジョージア州では、以下の設備に対する売上税および使用税6～8.9%免税になります。
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雇用支援
ジョージア州労働省（GDOL）は、求人情報の掲載、応募書
類と履歴書の回収と審査、採用面接での要件を満たした応
募者の雇用主への紹介、面接場所の提供、就職説明会（ジョ
ブフェア）の開催または個人の採用など、人の採用において
雇用主を支援します。労働省のビジネスサービスユニット
は、新規の企業に、カスタマイズした採用計画を策定し、そ
れを実施します。労働省はまた、州内の求人情報を取扱う民
間人材紹介会社とも協力します。

労働力開発室 
ジョージア技術大学機構労働力開発室は、ジョージア州の教
育訓練を、社会で求められている職種に即したものとするこ
とに注力しています。当開発室は、ジョージア州が全米で事
業展開するのにナンバーワンの州であるという位置付けを
維持するのに重要な役割を担っています。

労働力開発室は、各社が強力かつ競争力ある労働力を開発
するための支援となる数々の教育訓練リソースへのアクセス
を提供します。ジョージア州の労働力関連のプログラムとリ
ソースに関する詳細情報はTCSG.edu/Workforceをご覧
ください。

「クイックスタート」従業員トレーニング
国内ナンバーワンの従業員職業訓練プログラム、「クイックス
タート」は、ジョージア州に投資をする要件を満たした企業
に対し、十分カスタマイズされた戦略的な従業員ソリュー
ションを開発し、提供します。クイックスタートは、成功を収
めるために、企業が適時に適切な従業員を評価、選定し、訓
練する支援をします。サービスは、幅広い産業における製造
オペレーション、流通センター、本社機能及びカスタマーセン
ターを開設または拡張する顧客（企業）に、雇用創出のため
の任意のインセンティブとして無料で提供されます。 

サービスは以下のとおりです。
•  戦略的な労働力コンサルティング クイックスタートのト
レーニング担当者は、企業の担当者と連携し、トレーニン
グがビジネスのゴールに合致することを保証します。

•   採用前アセスメント: 企業が独自に定義した基準に応じて
候補者を評価し、そのスキルを事前に確認できるよう支援
します。

•   カスタマイズされた採用後および職種別トレーニング:基
本的な知識から、企業独自のテクノロジーおよびプロセス
に則って指導されるOJTまで、クイックスタートでは、従
業員が効果および効率を最大限に発揮できるよう訓練し
ます。

採用、トレーニング、および教育

ヤマハ発動機18



• 溶接・接合技術
• ディーゼル装置技術
• 商用トラック運転
• 精密製造
• 認証エンジニア・アシスタント
• 産業メインテナンス
• コンピュータープログラミング
• コンピューター技術
• 映画制作舞台装置
• 保健科学
• 幼児教育
• 準看護
• 自動車技術
• 航空技術
• 建設技術
• 電線メンテナンス
• 物流倉庫管理技術

HOPEキャリア助成金 
プログラム分野

新技術充足のための再教育税額控除
再教育税額控除により既存従業員の再教育コストを引き下
げられ、各社は新技術への投資価値を最大限に実現できま
す。
 

対象となる再教育プロバイダーには、社内の特定分野専門
家、技術供給会社、民間教育訓練機関、並びにジョージア州
立の各技術大学が含まれます。また対象となるコストには、
教育訓練中に従業員（および社内の講師）に支払われる賃金
と教育訓練の教材が含まれます。
 

再教育税控除額は、承認された再教育プログラムごとに従業
員一人当たり500ドルを上限とし、年間に雇用主にかかる費
用の50%で算定されます。従業員一人当たりの税控除額は、
総額で年間1,250ドルを超えてはならず、教育プログラムは
ジョージア技術大学機構の承認が必要です。再教育税額控
除は以下での適用が可能です。

• 企業の州法人所得税納税義務の50%までを相殺できる

• 課税年度中に使われない場合は、10年間繰り越すこと
ができる　

• 他の税控除と組み合わせることができる

再教育税額控除には、O.C.G.A. § 48-7-40.5.に記載され
ている制度要件が適用されます。これらの控除に関する詳細
な手引きはTCSG.edu/economic-developmentをご覧
ください。

HOPE奨学金および助成金プログラム 
HOPE（傑出した生徒の教育支援、Helping Outstanding

Pupils Educationally）は、対象のジョージア州の公立と
私立の大学及び公立の技術専門学校において生徒達が学位
や卒業証書、認定プログラムを取得する際に財政的な支援
をする、ジョージア州独自の奨学金および助成金プログラム
です。

HOPE奨学金は、学術的な要件を満たすジョージア州の生
徒が利用できるもので、ジョージア州公立大学の学位プログ
ラムの授業料のかなりの割合を援助します。

HOPE助成金は、ジョージア州の専門学校で技術の学位ま
たは認定の取得を考えているジョージア州の居住者を対象と
して、授業料を援助します。応募資格は、高校のGPAには依
存せず、まだ学士号を持っていない専門学校に入学した学
生に開かれています。これらは、子供と共に引越してくる家
族や、地域の技術専門学校で従業員をトレーニングする企業
に有利なプログラムです。GAfutures.org

ジョージア州のカレッジと大学
毎年、ジョージア州の公立および私立のカレッジと大学を通
して、9万以上の学位が授与されています。これらの機関は、
インターンシップと企業とを結びつけさらに雇用主に採用機
会を提供するキャリアサービスセンターを通して 、雇用主と 

学生や卒業生とを繋ぎます。雇用主は、個別のカレッジおよ
び大学、ジョージア大学機構、ジョージア技術大学機構、
ジョージア独立カレッジ協会に連絡して、詳しい情報を得る
ことができます。

HOPEキャリア助成金は、需要の高い職業分野を専攻する
ジョージア技術大学機構（TCSG）の学生への経済支援を行
う州立助成金です。HOPEキャリア助成金は、HOPE助成金
を補助し、授業料、並びに一部の教材や手数料も無償化しま
す。17のHOPEキャリア助成金プログラム分野から370以上
の異なるTCSGの専攻を選べます。
TCSG.edu/free-tuition
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ジョージア州の既存企業への支援
ジョージア州の既存企業は、このパンフレットに概説された多くのプログラムの受給資格を得られる可能性があります。
また、複数の専用プログラムを活用することもできます。

投資税額控除  

ジョージア州には、州内の既存企業に適用される投資税額控
除があります。控除額は対象投資額（「プロジェクト」）の1～5

パーセント（投資が行われる郡の層ステータスによる）です。
対象となるには、企業は以下を行う必要があります：
 

• ジョージア州で製造施設または電気通信施設のどちらかを
少なくとも3年間操業し、ジョージア州での新規または既存
の製造施設または電気通信施設に最低5万ドルを投資す
る、または

•  ジョージア州で製造業者用または電気通信業者用にコーポ
レートオフィスまたはサポート施設を少なくとも3年間操業
し、ジョージア州での新規または既存の製造施設または電
気通信施設に最低5万ドルを投資する。

要件を満たす投資額の内訳としては、次のようなものがあります。
• 土地の取得
• 改善費事
• 建物
• 製造または電気通信設備に使用される機械・装置および 

機器

高額の税額控除（層のステータスに応じて3～8%）は次の投
資で利用できます。
• 再利用または公害防止設備
• 軍事工場の民需製品への製造転換

プロジェクト期間は、3年を超過しないものとします。ただし、
ジョージア州歳入省長官の書面による承認がある場合はこ
の限りではありません。税額控除は、州法人所得税納税義務
の50%に対して適用されます。余った控除額は10年間繰り
越すことができます。税額控除の資格を得るためには、納税
者は、プロジェクトの完了後30日以内に、ジョージア州歳入
省に書面の申請書を提出して、プロジェクト計画の承認を要
請する必要があります。納税者は、1つのプロジェクトで、雇
用か投資税額控除のうち1つにのみ請求できます。

投資税額控除は、O.C.G.A. § 48-7-40.2、48-7-40.3、
48-7-40.4、およびジョージア州歳入省が発行するルール
の規制560-7-8-.37で概説されているプログラムの要件に
従います。

*リサイクル、軍民転換、公害防止

層 投資税額控除 最低投資額
税額控除 

限度額
繰越

1 5%～8%* 5万ドル
納税義務

50%
10年

2 3%～5%* 5万ドル
納税義務

50%
10年

3 1%～3%* 5万ドル
納税義務

50%
10年

4 1%～3%* 5万ドル
納税義務

50%

10年

例：層1の郡で、製造工場に1億ドル、そしてリサイクル
設備に2500万ドル投資します。すると700万ドルの税
額控除の資格が得られ、ジョージア州法人所得税が減
額または免除となります。[1億ドル x 5%] + [2500万
ドル x 8%] = 700万ドル。
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ジョージア州が誇るイノベーションセンターは、州の戦略的産業
がグローバルにつながり、競争し、成長できるように、技術的な
産業の専門知識、リサーチ提携およびパートナーシップを提供
します。5つのセンターは、商務省の部門として全州で運営され、
航空宇宙、アグリビジネス、エネルギー技術、情報技術、物流、お
よび製造業を重点項目として取り組んでいます。

 

ジョージア州の企業へのメリット：
• 集中的な高い技術力のある産業に関する専門知識
• 新しいマーケットとビジネスの機会の発掘
• 新製品の商業化と開発支援
• 革新的な研究と協力体制
• ビジネス、学術上、政府間のパートナーシップ

国際貿易部門は、ジョージア州のビジネスに、市場分析、各国
主要窓口、費用効率のよい国際社会でのビジネス機会の提供
を含む無料の輸出関連サービスを提供し、その多様化と成長
を支援します。当部門は世界12の戦略的グローバル市場 - ブ
ラジル、カナダ、チリ、中国、コロンビア、ヨーロッパ、イスラエ
ル、日本、韓国、メキシコ、ペルー、英国、アイルランド - で、
最適化した輸出サービスとソリューションを提供して、ジョー
ジア州の国際的な地位をてこ入れしています。

• グローバルな見識 – 輸出の「ハウツー」、業界固有かつ各
国特有のデータなどの知識を提供。サービスは研究、輸出
教育、コンサルティング、市場アセスメント、パートナー資
源を含みます。

• グローバルコネクション – ジョージア州のサプライヤーを
海外バイヤーや代理店とマッチさせること。国内外の見本
市、トレードミッション、来場するバイヤー代表団、国内マッ
チング、ビジネスパートナー発掘や貿易機会アラート通知
を通して達成されます。

イノベーションセンター

国際貿易

イノベーションセンターの唯一の目的は、当社を成功させる 
ことでした。 それは下手な販売戦術や偏見ではなく、 

ただ業界について深く理解している人にしか提案できない 
実践的な勧告でした。」 

 
Sumo Robot League

創設者
Eric Parke氏

「
相撲ロボット
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GDEcDについて
ジョージア州商務省（GDEcD）は、州のセールス&マーケティングを所管する行政機関で、次にあげる業務を指
揮しています：新規事業投資。進出の誘致、既存産業および中小企業の振興支援、職業教育・訓練と雇用の連携、
州製品の市場開拓、観光客誘致、芸術、音楽、映画およびデジタルエンターテインメント産業の誘致その他ジョー
ジア州の経済発展資源のプランニングおよび具現化。

詳しくは、+1.404.962.4000までお電話いただくか、またはGeorgia.orgをご覧ください。

ジョージア州商務省（Georgia Department of Economic Development）
〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-11-1 オランダヒルズ森タワー RoP 1202 

gatokyo@gol.com | tel: 03-6402-5035 | fax: 03-6402-5036

We BusinessSPEAK


