台湾税務および投資法令アップデート
2018年3月
所得税法
産業創新条例の優遇税制に関する最新情報
2017 年 11 月 22 日に総統により公布され施行された産業創新条例改正案に伴い、今年の初めから経
済部は財政部とともに、「有限責任組合ベンチャー事業の租税優遇措置適用規定」、「個人投資家によ
るハイリスクスタートアップ事業への投資に関する所得控除適用規定」等、主要な付属規定の草案を約
10 件予告し、各界に意見を求めています。以下に将来採用される可能性のある措置について何点か挙
げて説明します。
主な優遇措置

現行の優遇措置
有限責任組合の形態で設立

有限責任組合
ベンチャー企業
のパススルー課
税

されたベンチャー企業は、パス
ス ル ー課税を 申請 可能 。即
ち、有限責任組合ベンチャー
事業の利益に対して法人税
を課さず、利益 分配比率に
基づき有限責任組合の出資
者(個人または法人)に対して
個人所得税もしくは法人税を

採用される可能性のある措置
投資対象は政府の定める範囲に合致しなければならない
投資が禁止される範囲：
1. 不動産売買。
2. 有価証券売買業(創業投資事業補導規定第9条およ
び第9条の1に違反)。
3. 経常的な短期投資、または投資対象会社に実質的な
営業活動が行われていない。
4. 資金の運用が法令に違反し、これが主務機関により認
定され、または裁判所により判決が確定されている。

課する。

投資するハイリスクスタートアップ事業の要件
設立して 2 年未満の同一の

1. 所有する技術またはビジネスモデルに革新性および発

スタートアップ企業に対して個
人投資家が現金で NT$100

エンジェル投資
家の投資控除

展性が備わっている。
2. 開発または提供した製品、役務またはサービスが産業

万以上を投資し、なおかつ株
式を 2 年以 上保有し た場

化または商業化の可能性がある。
3. 会社は以下の条件を満たすことが必要。

合、保有期間が 2 年満了す

(1) 会社に持続的なイノベーションおよび開発能力が

る当年度に個人所得税総額

備わっている。

から年間 NT$300 万までを

(2) ターゲット市場に新しいソリューションを提供でき、ま

上限として投資額の 50%を

たは新しいニーズを創出できる。

控除することができる。

(3) 会社に、製品、役務またはサービスを市場化する能
力が備わっている。
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PwC台湾の見解：
関連する付属規定はまだ最終版が発表されておらず、産業創新条例の 2 度目の改正案も立法院(国会)
で審議が行われているため、企業および個人は引き続き関連規定による税務処理への影響を注意深く
見守る必要があります。

2017 年度法人税確定申告における新規追加事項
一、 確定申告書 B6 ページの「多国籍企業グループ構成会社の開示資料」について
2017 年 11 月 13 日に財政部より移転価格監査準則の改正条文が公布され、台湾では 2017 年度よ
り新規定となる 3 ファイル形式の移転価格報告文書が実施開始となりましたが、同準則第 21 条によれ
ば、多国籍企業グループの構成会社は法人税確定申告時に、マスターファイルの提出を指定された台湾
内の構成会社、および国別報告書を提出する最終親会社または代理親会社に関する情報も併せて開
示しなければなりません。この情報開示のため、台湾国税局は 2017 年度の法人税確定申告書に B6 ペ
ージを新規追加しています。詳細な内容については、以下の台湾国税局のホームページをご参照ください。
https://www.ntbna.gov.tw/etwmain/web/ETW118W/CON/2314/5255166877590426918?tag
Code=
二、 法人税声明事項表
2016 年 12 月 28 日に制定された納税者権利保護法が 2017 年 12 月 28 日より施行されています。同
法第 7 条によれば、税務機関が納税者の租税回避に対し経済的実質に基づき課税を行うときは、脱税・
申告漏れの罰則を別途科してはならないが、申告または調査時に納税者が重要な事項について隠蔽また
は不実の陳述を行ったことにより過少納付または納付漏れが生じた場合は、処罰することができると定めて
います。これに基づき、台湾国税局は営利事業の申告時に重要な事項を記述するための「法人税声明事
項表」を作成しています。そのフォーマットについては以下の台湾国税局のホームページをご参照ください。
https://www.ntbna.gov.tw/etwmain/web/ETW118W/CON/2314/7093425683330450334
PwC台湾の見解：
今回確定申告書に新規増加されたページにより、多国籍企業グループに属する台湾企業は、グループの連
結総収入金額、最終親会社または代理親会社の所在国における国別報告書の作成要件および提出状
況、マスターファイルおよび国別報告書の世界各地での提出状況等、グループのマスターファイルおよび国別
報告書に関する情報の開示が求められます。必要情報は繁雑であり、なおかつ各国の関連法令規定の
確認を要するため、多国籍企業グループにおかれましては早めに情報収集および税務ガバナンスに係る全
体的なプランを策定することが望まれます。
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機関または団体の配当所得または利益は課税所得額に算入しなければならない
2018 年 2 月に改正され公布された所得税法第 42 条(「機関または団体の配当所得は課税所得額に
算入しない」という規定の廃止)に伴い、財政部は台財税字第 10704517770 号通達を公布し、1995
年 10 月 18 日付台財税第 841653319 号通達の説明二の適用を廃止しました。免税の要件を満たす
教育、文化、公益、慈善に関する機関あるいは団体(以下、「機関または団体」とする)は、2018 年 1 月
1 日以降、その取得する配当所得または利益は免税にはならず、「物品または役務販売以外の収入」に
計上し、実際の「物品または役務販売以外の収入および支出純額」を正確に計算しなければなりません。
また、不足額(マイナス)が生じた場合は「物品または役務販売による所得」から控除することができます。
PwC台湾の見解：
以下に例を挙げて、もともとの法令規定による免税基準と新しい通達において、機関または団体が免税と
なるかどうかをどのように判断するかについて説明します。
物品または役務販売以外の収入

100

物品または役務販売による収入

400

創設目的に関連する活動の支出

350

物品または役務販売による支出

300

配当収入

300

旧

規

創 設 目 的

定

新

物品/役務販売

規

定

創 設 目 的

物品/役務販売

収

入 100 収

入

400

収入(配当含む) 400

収

入

400

原

価 350 原

価

300

原

価 350

原

価

300

(250)
課税所得

控除

100

50*

0

100
100

* 免税規定に適合する(支出が収入に占める割合(650/800)が現行の免税基準である 60%を下回らない)。

「教育、文化、公益、慈善に関する機関あるいは団体の所得税免除適用基準」第 3 条第 1 項によれば、
免税の要件を満たす機関または団体の物品または役務販売による所得について、物品または役務販売
以外の収入が不足して創設目的関連活動の支出をまかなえない場合は、不足額を控除した上で法により
所得税を課徴すると定めています。2018 年に可決された所得税法改正案および公布された新通達と本
来の規定と比較すると、配当または利益が今後は免税所得としてみなされないのが主な違いであり、これに
よって機関または団体の不足額を低減し(上記の例では-250 から 50 に上げられる)、物品または役務販売
による所得の控除可能額も低くなるため、年間課税所得が増加する可能性があります(上記の例では免
税から課税所得 100 になる)。
3

PwC 台湾
氏名

日本企業部コンタクトリスト
役職

電話番号

E-mail アドレス

パートナー
奥田健士

パートナー

886-2-2729-6115

kenji.okuda@tw.pwc.com

ディレクター

886-2-2729-6666ext23402

miaw-wuu.wang@tw.pwc.com

886-2-2729-6666 ext23412

shirley.lin@tw.pwc.com

886-2-2729-6666 ext23410

yueh-tseng.wei@tw.pwc.com

ディレクター
王妙五

シニアマネージャー
林淑琳
魏月珍

シニア
マネージャー
シニア
マネージャー

マネージャー
劉千瑜

マネージャー

886-2-2729-6666 ext23431

amily.liu@tw.pwc.com

伊藤藍

マネージャー

886-2-2729-6666 ext23475

ai.ito@tw.pwc.com

洪豪嬪

マネージャー

886-2-2729-6666 ext23404

kate.h.hong@tw.pwc.com

趙宇愷

マネージャー

886-2-2729-6666 ext23425

yu-kai.chao@tw.pwc.com

許大修

マネージャー

886-2-2729-6666 ext23411

dah-hsiu.hsu@tw.pwc.com

白井邦和

マネージャー

886-2-2729-6666 ext23444

kunikazu.shirai@tw.pwc.com
http://www.pwc.tw/ja.html

本台湾税務および投資法令アップデートは読者への参考に供するためのものであり、当事務所が関連の特定テーマについて意見を述
べるものではなく、読者は如何なる方針決定の根拠としてはならず、また如何なる権利または利益を主張するために引用してはなりませ
ん。本内容は資誠聯合会計師事務所の同意なく、転載、またはその他の目的に使用してはなりません。何らかの事実、法令、政策に
変更が生じた場合、資誠聯合会計師事務所は本台湾税務および投資法令アップデートの内容を修正する権利が有ります。
© 2018 PricewaterhouseCoopers Taiwan. All rights reserved. PwC refers to the Taiwan member firm, and may
sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity. Please see www.pwc.tw for
further details.

4

