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租税協定における
租税協定における受益
における受益者に関する規定
受益者に関する規定
財政部が 2019 年 6 月 24 日に台財際字第 10800577770 号通達を公布し、租税協定におけ
る受益者に関する規定について次のように説明しました。
一、他方の地域の居住者が租税協定に基づき税⾦の減免申請(配当、利⼦、ロイヤルティの源
泉税率の軽減およびサービス料の免税)を⾏う際に添付する受益所有者声明書について、
当該利益を得ているということを⾃ら⽰すことによって受益所有者証明書類とすること
が可能となっていますが、ファンドあるいは信託で台湾内の有価証券へ投資し配当およ
び利息を得る外国投資者についても、当該ファンドあるい信託が他方の地域の居住者で
ある場合、当該外国会社の投資者は受益者であることを自ら証明することができます。
二、税務機関によって下記いずれかの状況があると認められた場合は、当該利益の受益者に
該当しません。
1.代理⼈(Agent)であり、本⼈を代理して当該利益を取得する者。
2.名義上の投資人(Nominee)であり、自己の名義で他⼈の利益のために当該利益を取得
し、なおかつ当該利益の運⽤について決定権を有さない者。例えば、名義貸し登記の
名義貸人、あるいは信託関係において当該利益の運⽤に対して決定権を有さない受託
者。
3.トンネル会社(Conduit financing entity、いわゆるペーパーカンパニー)であり、当該
利益について運用の決定権を有さない者あるいは所有権を持たない、税負担の回避ま
たは負担の軽減、税額の納付繰り延べ、税額還付に係る法⼈または法律上の措置。
4.その他、当該利益に関する契約または法的義務により、当該利益を他人に移転ないし
は当該利益に関する運用の決定権あるいは所有権を限定・縮小しなくてはならない者。
PwC 台湾の⾒解︓
税務当局の実務では、すでに申請書・フォーマットに、当該利益の受益者であることを自ら
声明できる場合の適用要件が明記されており、上記通達により、その適用が外国会社の投資
者まで拡大されることになります。ただし、①⾃⼰資⾦による投資、②ファンドまたは信託
により台湾内の有価証券に投資して得られる配当または利息に限られ、なおかつ当該ファン
ドまたは信託が他方の地域の居住者であることが適用条件です。委託売買、業務代⾏等に該
当する場合は、上記通達ではなく従来の規定に基づき関連する証拠書類を提出することが必
要です。なお、租税協定に基づき減免申請を⾏う際は、居住者証明書、⾦額の根拠を⽰す計
算書類も今まで通り必要な書類ですので、留意が必要です。
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年 1 月 1 ⽇以降に譲渡する課税が
課税が繰延べられた
繰延べられた株式
べられた株式による配当所得への
株式による配当所得への課税規定
による配当所得への課税規定
財政部は2019年6月24日付台財税字第10704701480号通達を公布し、個人株主が会社の
1998年度の株式配当で取得した、課税が繰延べられた株式を譲渡する際の配当所得に係る
課税規定について次のように説明しました。すでに廃⽌された「産業⾼度化促進条例」によ
り個人株主が会社の1998年度利益による株式配当で取得した課税が繰延べられた記名株券
について、2018年1日1⽇以降に譲渡、贈与あるいは遺産分配する際、その所得は配当所得
への新しい課税制度に基づいて計算・課税される、すなわち①個人所得と合算して累進課税、
あるいは②28%単⼀税率での分離課税のいずれかを選択しなければならないと説明しまし
た。
(台湾税務および投資法令アップデート2018年7月号における「株主、組合員または出資者
への配当または利益の適⽤すべき課税規定」に関する記事を別途ご参照ください。)
「所得税法」
所得税法」改正案が⽴法院で三読会を通過
一、給与所得の計算は、定額控除(現⾏制度における給与所得特別控除額はNT$20万)または
特定支出
特定支出控除
支出控除のいずれかを選択できるようになり、2019年1月1日から適用されます。
新設された特定支出控除は、役務提供と直接関連し、なおかつ所得者が実際に負担する
ものでなくてはなりません。なお、次の3つの項目が対象として含められ、一人当たりの
項目ごとに毎年控除できる上限は当該給与所得総額の3%までとなります。
1.職業上必要な衣装の購入費用︓職業上着⽤する必要のある特殊な⾐装またはパフォー
マンス専用衣装の購入、レンタル、クリーニングや維持のための費用。
2.研修・訓練費⽤︓規定に適合する組織機関によって開催される職務上、業務上あるい
は法令上求められる特殊技能あるいは専門知識に関する研修・訓練のための費用。
3.職業上必要な道具の購⼊費⽤︓職務上または業務上使⽤する書籍、定期刊⾏物および
道具の購入のための費用。ただし、それによって得られる効果が2年以内に減耗できる
ものではなく、かつ費用が一定の⾦額を超える場合は、毎年減価償却または費⽤を償
却する。
二、介護特別控除が新設されたことにより、⼀⼈当たり年間NT$12万の特別控除を受けられ、
2019年1月1日から適用となります。適用条件は次のとおりです。
1.台湾衛⽣福利部の公告した⼼⾝の能⼒が失われ介護を必要とする者に該当する納税義
務者、配偶者または被扶養者。
2.以下に該当する場合は適用されない。
①幼児就学前特別控除額および介護特別控除額を控除した後、適用する累進税率が
20%以上となる場合。
2018
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②申告世帯の配当および利益について単⼀税率28%での分離課税を選択し納付税額
を計算する場合。
③納税義務者の所得基本税額条例により計算した基本所得額が控除額(現⾏制度では
NT$670万)を超える場合。
PwC 台湾の⾒解︓
特定支出控除を選択する場合、給与所得から費用を控除するには、上記の規定する費用に該
当しなくてはならないほか、証明書類を添付する必要があります。財政部は引き続き適用規
定を公布する予定です。新設された介護特別控除は性質的に基本生活費用に属するものであ
るため、納税者権利保護法により基本生活に必要な費用総額を計算する際の比較項目として
含められると考えられます。
租税優遇措置

「海外資⾦還流に関する管理・運⽤および課税条例」が⽴法院で三読会を通過
⽴法院で 2019 年 7 月 3 ⽇に「海外資⾦の台湾還流に関する管理運⽤および課税条例」(以
下、「当該条例」という)が最終可決されました。施⾏⽇はこれから⾏政院にて定められます
が、施⾏⽇から 2 年満了後 1 年以内に、財政部から⾏政部に対して被⽀配外国法⼈(CFC)制
度の施⾏期⽇の決定を求めることになります。当該条例のポイントをまとめると下記のとお
りです。
1.適⽤対象・範囲︓個⼈、営利事業者(投資収益に限られる)による海外(中国を含む)資⾦の
台湾への戻し入れ。
2.適⽤税率︓
資⾦還流時間 税率 期限内に実質的な投資を完了 規定通りの運用をしなか
した場合
った場合
施⾏ 1 年目 8% 4%を還付申請可能
税率 20%により差額分
の税額が追徴される
施⾏ 2 年目 10% 5%を還付申請可能
3.適⽤条件︓
①外貨建て専⽤⼝座に預け⼊れる必要があり、マネーロンダリング防⽌法、テロ資⾦供与
防止法等の規定を満たすことも要求される。また、資⾦を不動産の購⼊および不動産証
券化条例により発⾏・交付されている受益証券の購入に使用してはならない。
②原則として実質的な投資に用いられ(間接的な実質投資が含まれる)、資⾦の預け⼊れか
ら 1 年以内に具体的な投資計画を経済部に提出すること。
③資⾦全体の 5%までは自由に運用でき、25%までは⾦融投資に充てることが可能。
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④実質的な投資に⽤いられる資⾦および 5%まで⾃由に運⽤可能な資⾦以外は、専⽤⼝座
(⾦融投資専⽤⼝座が含まれ、即ち「信託または証券の投資⼀任専⽤⼝座」)による 5 年
間の預け入れが必要で、6 年目から⼝座内の資⾦を年 3 分の 1 ずつ引き出すことが可
能。
4.附帯決議︓当該条例の施⾏⽇から 2 年満了後 1 年以内に、財政部から⾏政部に対して被⽀
配外国法人(CFC)制度の施⾏期⽇の決定を求める。
PwC 台湾の⾒解︓
1.当該条例は施⾏⽇から 2 年間の資⾦還流に対して優遇税率措置を整備し、資⾦還流を促進
することが期待されますが、さらに被支配外国法人(CFC)制度が施⾏されれば、台湾企業
のタックスヘイブンに滞留している海外資⾦の台湾還流を促進できると考えられます。被
支配外国法人(CFC)制度による税⾦徴収の効果を発揮させるためには、台湾と他国との共
通報告基準(CRS)に基づく⾦融⼝座情報の⾃動的交換制度との併用が必要であり、財政部
は現在、被支配外国法人(CFC)制度の関連⼦法(適用規定および審査要点)を策定完了した
ほか、台湾と租税協定を締結している 32 ヵ国と積極的に交渉を進め、現在はオーストラ
リア、日本と税務情報の自動的交換が可能となっており、2020 年 9 月に第 1 回目の情報
交換が⾏われる予定です。
2.現在の所得税制においては、海外で直接投資した会社から分配される配当の源泉徴収税額、
および間接的に中国で投資した会社から分配される配当の源泉徴収税額は、当該収益還流
に対する台湾での納付税額から控除できます。しかしながら、当該条例は現⾏の所得税制
から独⽴した規定であるため、当該条例を適⽤した場合は、海外での源泉徴収税額は台湾
での納付税額から控除できず、投資控除、⽋損⾦の 10 年間の繰越控除等も適⽤できなく
なります。したがって、財務諸表に⾒積計上すべき法⼈税費⽤に変動が⽣じるため、税効
果を評価しなおす必要があります。
3.台湾企業の同⼀年度における各海外⼦会社から還流される投資利益について、個別に当該
条例もしくは現⾏税制を選択し適⽤できると考えられます。なお、同⼀年度の同⼀海外⼦
会社から還流される投資利益について、その投資利益の⼀部のみ当該条例の適⽤を選択可
能かどうかは、草案によれば、会社自ら選択できると考えられますが、現⾏税制に基づき
課税される部分に中国で投資した会社から得られる収益が含まれている場合は、台湾での
納付税額から控除できる源泉徴収税額は資⾦の割合により計算され、源泉徴収税額の全額
が控除できるわけではありません。
4.当該条例は、戻し⼊れた資⾦に対する所得基本税額条例、台湾地区および⼤陸地区⼈⺠関
係条例による課税を免除するための措置であり、当該資⾦が遺産税および贈与税に関わる
場合には、遺産税および贈与税法に基づき課税されますので、留意が必要です。
PwC 台湾の提案︓
1. 個人が台湾へ送⾦する海外資⾦について、資⾦の出所を明確にできず、関連する証拠書
4

類を提出できない場合に当該条例の優遇税率を利⽤するのは確かに節税方法の1つには
なりますが、関連する原価費用を証明でき、かつ税額控除を申請できる海外で納付済み
の税額がある場合は、この制度を利⽤しないほうが税負担が軽いことがあり得ます。海
外資⾦への課税に係る解釈通達または当該条例の適⽤にあたり、まずは税額を試算し⽐
較のうえ判断されることをお勧めします。
2.⽶中貿易戦争、タックスヘイブンにおける経済的実質に係る法令、および当該条例の施⾏
終了後に引き続き施⾏予定の被支配外国法人(CFC)制度によって、海外投資スキームの調
整や回帰投資を検討されている台湾企業は、資⾦還流に係る当該条例の適⽤可能性につい
て評価する必要があります。資⾦運⽤の効率化および税負担の最⼩化の両⽅を考慮しなが
ら、投資計画、資⾦運⽤等各側⾯から総合的に評価・分析されることをお勧めします。
「産業創新条例」改正案および新設条⽂が⽴法院で三読会を通過
⽴法院において6月19日、20⽇に「産業創新条例」⼀部改正案および新設条⽂となる第10‐1
条が最終可決されました。５つの租税優遇策が10年延⻑されるほか、「企業の未処分利益に
よる実質的な投資に対する課税ベースの減免」および「知能機械＋5Gシステム支出の投資控
除」が新設されました。詳細は台湾税務および投資法令アップデート2018年6月号における
「産業創新条例」改正案に関する記事をご参照ください。
会社法・証券管理に関する法律

株券の署名
株券の署名または捺印
署名または捺印について
または捺印について
現⾏の会社法第162条第1項によれば、「株券を発⾏する会社で株券を印刷する場合、株券に
は連番を付し、次の各号に掲げる事項を明記するほか、会社を代表する取締役が署名または
捺印し、株券発⾏の査証⼈を担当できる銀⾏の査証を受けてから発⾏されなければならない」
と定めています。株券が「会社を代表する取締役」により署名または捺印されることは強制
的な規定であり、会社の定款において「発⾏する株券に取締役3人以上が署名または捺印」の
み記載しているものは、当該取締役3人のうち会社を代表する取締役が含まれているかどう
かが明確ではないため、経済部は2019年6月10日付経商字第10802413480号通達により、
会社定款に上記のような記載がある場合は、発⾏する株券は「会社を代表する取締役」によ
り署名または捺印されるという記載に適時修正するよう注意を促しています。
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