台湾税務および投資法令アップデート
2018年1月

所得税法
外国株主への配当の源泉徴収税率、2018
外国株主への配当の源泉徴収税率、2018年
2018年1月1日より21%
日より21%へ
21%へ

財政部が2017年12月29日に台財税字第10604722530号通達を公布し、「各種所得源泉徴収の
税率基準」の条文一部が改正されました。非居住者の個人および法人(中国法人を含む)株主
(以下、「外国株主」という)への配当または利益の源泉徴収税率が現行の20%から21%へと引
き上げられ、2018年1月1日より施行となります。なお、外国株主が台湾の租税協定締結国に
おける居住者である場合は租税協定に定める限度税率を適用するため、改正によって影響を
受けることはありません。

台湾の見解：
源泉徴収税率を間違えた場合は追納のほか、1倍以下の罰金が科せられますので、2018年1月
1日以降会社が外国株主に配当を支払う際には新規定に基づき21%で源泉徴収を行うよう留
意する必要があります。
所得税法の一部条文の改正案に合わせて今回の「各種所得源泉徴収の税率基準」の改正が行
われており、台湾内と外国株主の配当所得による税負担の落差を適正に縮小するのが改正の
目的です。
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越境EC(
越境EC(国際電子商取引
EC(国際電子商取引)
国際電子商取引)への法人税課徴に関する新規定

越境ECは、2017年5月より営業登記を申請し営業税を納付することが必要となりましたが、
これに続き、財政部は2018年1月2日に台財税字第10604704390号通達を公布し、越境ECへ
の法人税課徴に関して規定を定め、これに伴い「所得税法第8条の中華民国源泉所得認定原
則」第4項、第7項、第10項が改正されました。2017年度より、外国事業者による海外からの
台湾内の買受人(個人、営利事業者または機関、団体を含む)への電子役務の販売によって得
られる報酬について、まずは役務の形態に基づき台湾源泉所得であるかどうかを判断し、台
湾源泉所得であると認められた場合には、関連規定に基づき課税所得を計算して法令により
法人税を納付しなければなりません。これを図示すると以下のようになります。
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台湾での課税所得
1.

1

2

台湾源泉所得であるかどうかを判断
外国事業者が海外から電子役務を販売する際、まずは提供される役務の形態と台湾と
の経済的関連性に基づき台湾源泉所得であるかどうかを判断します。以下の種類の役
務により得られる報酬は台湾源泉所得とみなされます。
役務の形態
例
ソフトウェア、
ソフトウェア、 外国事業者が台湾外で製造し完成した商品を ソフトウェア、
電子書籍等
インターネットまたはその他の電子方式で送 電子書籍
電子書籍等
付し、コンピューターまたはモバイル端末に
ダウンロードされ保存される電子役務であ
り、台湾内の個人または営利事業者が参加し
その協力を得ることによって提供できる役務
(注1)
オンラインイン インターネットまたはその他の電子方式を通 オンラインゲーム、
タラクティブ形 じて台湾内の買受人に提供されるタイムリー オンライン映画・ド
式の役務
ラマ、オンラインミ
2

3

4

取引プラットフ
ォーム
物理的に存在す
る場所で使用さ
れる役務

で、インタラクティブかつ利便性および連続
性のある電子役務
外国のプラットフォーム業者がインターネッ
ト上に設置した、台湾内外の買い手と売り手
が取引を行うためのプラットフォーム。買い
手と売り手の両方またはいずれか一方が台湾
内の個人、営利事業または機関、団体である
外国事業者がインターネットまたはその他の
電子方式を通じて販売する、物理的に存在す
る場所で使用される役務であり、その役務の
提供場所または経営場所が台湾内にある場合
(注2)

ュージック、オンラ
インビデオ、オンラ
イン広告
アプリプラットフォ
ーム、宿泊予約サイ
ト
宿泊サービス、レン
タカーサービス

注 1：台湾内の個人または法人による参加および協力を得ていない場合は、台湾源泉所得とみなされない。
注 2：役務の提供場所または経営場所が台湾ではない場合、台湾源泉所得とみなされない。

台湾での課税所得の計算
課税所得 = (台湾源泉所得 – 原価・費用) × 台湾で
台湾での利益への貢献度
適用する純利益率および貢献度が税務機関により認められた場合の計算式は以下の通
りとなります。
課税所得 = 台湾源泉所得(注3) × 純利益率 × 台湾での利益への貢献度
(1)
原価・費用の控除
収入に基づき実際の原価・費用を控除して課税
1 帳簿、証憑を提示できる場合
所得を計算する
帳簿、証憑を提示できないが、契約 適用する同業利益の標準純利益率に基づき課
2
書、主な営業項目等を提示できる 税所得を計算する(注4)
税務機関が認定した純利益率30%に基づき課
3 上記1および2に該当しない場合
税所得を計算する(注5)
2.

注 3：外国のプラットフォーム業者が受け取る代金について、代金の一部をその他の電子役務提供業
者に支払う場合は、関連書類(例えば、源泉徴収票)を提示し、利益純額に基づく税額計算を申請
できる。
注 4：「プラットフォームサービスの提供による電子役務」の経営に該当する場合の純利益率は 30%
となる。
注 5：税務機関の調査で得られた実際の純利益率が上記 2 および 3 で認定される純利益率を上回る場
合、調査で得られた資料に基づき利益率が認定される。
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(2)
1
2
3

台湾での利益への貢献度の認定
台湾での利益への貢献度の認定
国内と国外取引別の貢献度を示す書類を提示でき 事実に基づき貢献度を認定
る場合
一連の取引フローまたは役務提供地および使用地 100%
が全て台湾内にある場合(注6)
50%
上記1および2に該当しない場合(注7)

注 6：例えば、オンライン広告の製作および掲載がともに台湾内にある場合の利益貢献度は 100%とな
る。
注 7：ただし、税務機関の調査で得られた実際の台湾での利益貢献度が 50%を上回る場合、調査で得
られた資料に基づき貢献度が認定される。

税額徴収の方法
税額徴収の方法
源泉徴収 源泉徴収義務者が代金の支払い時に定められた源泉徴収税率に基づき「支払
額」から税額を源泉徴収する(注8)
確定申告 外国事業者自らが申告するか、または代理人に委任して所得税申告期限内に
申告し納税する
3.

注 8：税務機関が認定している純利益率および貢献度に基づき税額を源泉徴収する。

台湾の見解：
下記に該当する営利事業者が越境ECへの法人税課徴に関する新規定により影響を受けるこ
とが考えられます。
1. 海外からの台湾内の個人への電子役務の販売において、先般施行された越境ECへの営業
税課徴に関する規定に基づき、すでに台湾で営業登記を申請した外国営利事業者
2. 海外からの台湾内の個人への電子役務の販売において、年間売上高が申請基準である
NT$48万を超えていないため、台湾で営業登記を申請していない外国営利事業者
3. プラットフォームによる電子役務の提供業者ではないが、外国のプラットフォーム業者
を通じて台湾内の買受人に電子役務を販売している外国営利事業者
4. 海外からの台湾内の営利事業者または機関、団体への電子役務の販売において、源泉徴
収義務者が報酬の支払い時に源泉徴収を行わなければならない収入を受ける外国営利事
業者
5. 台湾内の営利事業者または機関、団体が、海外からの電子役務の購入のため、外国の電子
役務提供業者の源泉徴収税額を実際に負担している場合の当該外国営利事業者
PwC
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2017年
2017年12月
12月28日
28日より施行された納税者権利保護法
より施行された納税者権利保護法、
2017年度の1
人当たりの基本的
納税者権利保護法、2017年度の
年度の1人当たりの基本的
生活に必要な費用
生活に必要な費用の
に必要な費用の控除枠は
控除枠はNT$16.6万
NT$16.6万

納税者権利保護法(法令条文のポイントについては、2016年12月号の台湾税務および投資法
令アップデートをご参照ください)が2017年12月28日より施行されましたが、同法第4条では、
納税者の基本的生活に必要な費用については課税することはできないことを定めています。
財政部が納税者権利保護法に基づき権限を委ねられ、 2017 年 12 月 22 日に台財税字第
10604676540 号通達により、 2017 年度の 1 人当たりの基本的生活に必要な費用について
NT$16.6万と公告しました。
PwC台湾の見解：
配偶者と未成年の子女3人を扶養する納税者(給与所得者)の5人家族を例に用いて、個人所得
税の申告・計算を行う際、納税者権利保護法という新規定の適用により費用をより多く控除
できるかどうかについて以下のように説明します。
例1
例2
項目
(標準控除を採用)
(列挙控除を採用)
基本生活費総額
NT$83万
NT$83万
A
(1人当たりNT$16.6
NT$16.6万×5人)
免税額
b1
NT$44万
NT$44万
(1人当たりNT$8.8
NT$8.8万×5人)
一般控除額(標準または列挙 (標準)NT$18万
(列挙)NT$30万
b2
の二者択一）
の二者択一）
NT$12.8万
NT$12.8万
b3
給与所得特別控除額
NT$74.8万
NT$86.8万
控除(免税)額の合計
納税者権利保護法の適用に
万
0
より個人所得総額から
より個人所得総額から多く
個人所得総額から多く (NT$83NT$8.2
A-B=C
万
-NT$74.8
万
)
(NT$83
万
<
NT$86.8万)
控除できる金額
説明：例 1 の場合、公告された 2017 年度の 1 人当たりの基本的生活に必要な費用である
NT$16.6万に納税者、その配偶者および控除対象扶養親族の人数を乗算して計算した基本的
生活に必要な費用の総額は(A)(NT$16.6万×5人=NT$83万)、納税者の申告する全ての免税額
(b1)と一般控除額(b2)および給与所得特別控除額(b3)の合計金額は(B)(NT$74.8万)、(A)と(B)
の差額は(C)(NT$83万-NT$74.8万=NT$8.2万)となりますが、例1の標準控除の場合は、納税
者権利保護法による「基本生活費総額」(A)を採用したほうがより多く控除できるということ
になります。
B

(b1+b2+b3)
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結論：2017年度の個人所得税の申告時、個人所得総額から「基本生活費総額」(A)または「全
ての免税額と一般控除額および給与所得特別控除額の合計」(B)のうち金額の大きいほうを選
択して控除できることになります。納税者は有利な控除方法を選択するよう留意する必要が
あります。
会社法
会社による贈与の適法性について
会社による贈与の適法性について

経済部は2017年11月30日に経商字第10602426840号通達を公布し以下のように説明をして
います。
一、 近年、企業の社会的責任の推進はすでに国際的な潮流と動向となっているが、会社が
利益追求のほかに社会的価値も顧みるのは会社法の精神に合致するので、会社による
会社による
他人への贈与は、法により
他人への贈与は、法により許されないものではない。
二、 会社法第185条第1項第2款によれば、会社が営業または財産の全部または主要部分を
譲渡する場合は、株主総会の特別決議を経ることが必要である(すなわち、発行済株
式総数の3分の2以上を代表する株主が出席する株主総会において、出席株主の議決
権の過半数の同意をもってこれを行う)。
三、 上記の「譲渡」とは、無償行為となる贈与も含まれる。したがって、株式会社 (股份
有限公司)が営業または財産の全部または主要部分を譲渡する際、株主総会の特別決
議を経ることが必要である。
四、 上記の第185条第1項第2款の譲渡に該当しない場合は、取締役会が決議してこれを行
う(会社法第202条)。なお、会社による贈与が債権者に不利となる場合、債権者自らが
民法に基づき取消権を行使することができる。
五、 経済部による1983年6月27日付経(72)商字第24836号通達、1987年7月10日付経(76)
商字第33686号通達、1991年4月24日付経(80)商字第208931号通達および2003年10
月20日付商字第09200600580号通達は前記の説明と合致しないため、今後適用しな
い。
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