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カナダ経済の牽引車

オンタリオ州の魅力:

2012 年までの投資先およびビジネス拠点とし
て、G7 諸国中で 1 位にランク
出典:  「The Economist Intelligence Unit」のグローバルビジネスラ
ンキング予測。

76% がサービス、24% が物品製造を基• 
盤とする大規模で多様化の進んだ経済

平均でカナダの GDP の 37%、人口の • 
39% がオンタリオ州に

カナダの IT 企業の 57% の拠点はオン• 
タリオ州

カナダへの移民の 60% 以上がオンタリ• 
オ州に定住

革新的なビジネス環境• 

有利なビジネスコスト• 

スキルと教育水準の高い労働力• 

リスクの低い投資環境• 

安定した財政環境• 

オープン オンタリオ - 5 か年計画

浄水技術でオンタリオ州の専門性を確• 
立し、環境に優しい経済を主導

中等後教育への投資• 

オンタリオ州北部への投資誘致および• 
雇用創出

雇用および成長のための税金プランを• 
通じてのオンタリオ州への投資



オンタリオ州についての基礎データ

総面積: 107 万 6,395 km• 2

GDP: 5670 億ドル (2009 年)• 

州都:  トロント (北米第 5 位の人口)• 

人口:  1310 万人でカナダの州では最大。100 以上の民• 
族文化を有する

カナダの産業、金融の中心• 

カナダの最大の貿易国である米国に近く、またヨーロッパ• 
やアジアとの強固な貿易パートナーシップも構築

革新を生む環境

世界をリードするあらゆるセクターの企業は、オンタリオ• 
州の研究開発での利点を活用し画期的な技術を開発

オンタリオ州の創造産業は、全体としてはカリフォルニ• 
ア、ニューヨークに次ぎ北米第 3 位の規模

オンタリオ州の• グリーンエナジー法は、排出物が少なく
再生可能なエネルギー源の成長を支援

オンタリオ州は、再生可能なエネルギーへの投資では過• 
去最高額となる、サムソンなどが提案する 70 億ドルの
投資誘致により、環境に優しい経済を実現

世界の水需要は急増すると予想されており、きれいな水• 
や排水処理技術に対する市場機会は膨大

オンタリオ州は、水および下水セクターで世界をリードす• 
る上で優位な地位に

堅固で環境に優しい経済の開発には、オンタリオ州の水• 
資源保護が不可欠

オンタリオ州の広範な水関連戦略は、水および下水技術• 
の商業化支援を通じ、水セクターの新規ビジネスおよび
雇用機会を促進

きれいな水関連の技術

オンタリオ州の人口の 62% が中等後教育を受けてお• 
り、この比率は OECD 加盟国で最高

2010 年度予算で、中等後教育参加率を 70% に引き上• 
げるため、カレッジおよび大学の定員を 2 万名増員する
イニシアティブを導入

オンタリオ州は、世界でも上位に位置するトップクラスの• 
ロットマンやアイビー、シューリック ビジネススクールを
含む、大学 20 校、カレッジ 24 校を擁する出典:  Finan-
cial Times (UK) 2010 年 世界 MBA ランキング

度予算での措置は、企業のオンタリオ州への投
資意欲に大きな影響を及ぼすものと思われます。 
オンタリオ州での税負担が大幅に軽減されること
は、州のみならずカナダ全体の競争力にも影響を
与えます。

ジャック・ミンツ、公共政策 Palmer Chair
カルガリー大学

世界有数の教育水準



多様な経済 - 2009 年

* 所有者が専有する住宅の帰属賃貸収入の推定を含む
注: 端数処理により合計が異なる場合があります。
出典: Statistics Canada、2010 年 4 月

サービス (GDP の76%)

物品 (GDP の24%)

政府および
保健、教育

18%

卸売、小売、運輸、倉庫
16%

製造業
(自動車を除く)

13%

金融、保健、不動産、リース*
24%

専門サービスおよび
その他のサービス

19%

一次産業および公益産業 3%

自動車
3%

建設 5%

勤務する人数では、トロントはニューヨーク、シカゴに次• 
ぎ北米第 3 位の金融センター

5 大銀行の本店所在地• 

カナダを代表する証券取引所である TSX グループの• 
所在地

G7 諸国中、銀行が政府による救済を受けなかったカナ• 
ダのみであり、世界経済フォーラムのレポートによれば
カナダの銀行システムは世界で最も健全

最高水準の金融セクター

経済の最新状況 - 2009 年第 4 四半期

オンタリオ州の 2009 年第 4 四半期の実質 GDP 成長• 
率は 1.6% と、2 期連続のプラスとなりました

民間セクターの予測では、オンタリオ州の成長率は • 
2010 年は 3.5%、2011 年は 3.0% となっています

2010 年の第 1 四半期におけるカナダの実質 GDP 成• 
長率は 1.5%、 民間セクターの予想では 2010 年には 
3.4%、2011 年には 3.1% となる見通しです。カナダ中
央銀行では、2010 年には再び成長路線に回帰し、成長
率は 3.7% に達すると予測しています

3 月のカナダの業種別実質 GDP 成長率は 0.6% と、7 • 
か月連続のプラスとなりました

4 月のカナダの雇用は、10 万 9000 人の純増となりま• 
した。 カナダ全体の失業率は若干低下して 8.1% とな
りました

オンタリオ州の競争力を強化

2018 年までにオンタリオ州の限界実効税率 (METR) • 
を半分にすることで、投資に最適な環境を実現

オンタリオ州は、BlackBerry のメーカーである Re-• 
search In Motion や Celestica、Open Text など、カナ
ダのハイテク企業の半数以上の本拠

北米有数のバイオテクノロジー企業拠点• 

オンタリオ州の経済は多様化が進んでおり、単一の業• 
界やセクターが循環的に落ち込むことによる悪影響が
及びにくい

出典: オンタリオ州財務省およびカナダ財務省

注: * 2009 年度予算で発表されたオンタリオ州法人所得税 
(CIT) 率引き下げおよび統一売上税、2010 年 7 月 1 日まで

のオンタリオ州の資本税の段階的廃止、2012 年までの連邦
一般法人所得税率の 15% への引き下げを含みます。

オンタリオ州の売上税

オンタリオ州の資本税

オンタリオ州の CIT

連邦の CIT

米国の平均 (2012 年)

OECD の平均 (2012 年)

パーセント



安定性、流動性に富んだ政府信用

オンタリオ州融資局は、州の借入および債務管理活動を担当する、オンタリオ州の機関です。

 連絡先 
 投資家向け広報 電話  (416) 325-8000
 オンタリオ州融資局 ファックス (416) 204-6694 
 One Dundas Street West, Suite 1400 www.ofina.on.ca
 Toronto, Ontario  M7A 1Y7 investor@ofina.on.ca
 Canada 

S&P のオンタリオ州の格付: AA- / A-1+• 

ムーディーズのオンタリオ州の格付: Aa1 / P-1• 

オンタリオ州の州債は、カナダおよび米国、オーストラリ• 
ア、シンガポール、英国、フランス、ドイツ、イタリア、ルク
センブルク、ベルギー、ノルウェー、フィンランド、デンマ
ーク、アイルランドではリスクウェイトがゼロ

信用格付 (長期 / 短期)

中期的な借入の見通し

流動性のある債券発行• 

30 年物までの、確立されたイールドカーブ• 

セカンダリー市場での活発な売買• 

広範、多様なシンジケート取引• 

カナダのベンチマーク発行体• 

多様な借入プログラム

カナダの州はユーロ圏諸国同様、財政政策のすべてを管理
し、中央政府からの資金を受領しますが、金融政策について
は管理していません。
   
  ムーディーズ・インベスターサービス

注: 端数処理により合計が異なる場合があります。

スイスフラン
11 億ドル (2.5%)

米ドル
160 億ドル (36.5%)

ユーロ
52 億ドル (12.0%)

カナダドル
214 億ドル (49.0%)

2009-10 年の起債額は 438 億カナダドル

香港ドル
5000 万ドル (0.1%)

オンタリオ州についての最新情報を入手するには、www.ofina.on.ca 

にアクセスし、電子メールによる通知サービスにご登録ください。

- 債券発行  - 借入プログラム
- OFA 公報  - 公報プレゼンテーション
- ウェブキャスト  - その他のイベント

2009-10 年完了分 2010-11 2011-12 2012-13

39.7

38.8

40.2

43.8

10 億カナダドル


