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【2015年１月の国税局プレスリリースについて】 

 

１月の国税局のプレスリリースのうち、営利事業所得税（法人税に相当）のうち、特に台湾での源泉

徴収に関する部分についてご連絡いたします。いずれも新しい論点ではないと考えられますが、申告

案件において散見される論点として注意喚起されています。 

 

１．所得税法第 25条の優遇税率が適用される契約は、支払側（台湾企業）が負担すると約定した支出

も契約の報酬額に算入しなければならない。(財政部台北国税局 - 2014/11/10) 

所得税法第 25条の規定によると、「本社機構が中華民国国外にある営利事業者が、中華民国国内に

おいて国際運輸、建築工事請負、技術サービス提供又は機械設備賃貸等の業務を経営し、その原価費

用の按分計算が困難な場合は、中華民国国内に支店又は PEを設けてあるか否かを問わず、財政部に申

請し又は財政部の査定により（注１）国際運輸業務はその中華民国国内の営業収入の 10％を、その他

の業務はその中華民国国内の営業収入の 15％を中華民国国内の営利事業所得額とすることができる。」

とされています。 

（注）１．2007年 4月 1日以降は各地区の国税局が取り扱う。 

 

「外国営利事業の所得税法第 25 条第 1項の規定による所得額計算適用申請案件の審査原則」第 6点の

規定によると、「契約に基づいて、申請者（外国企業）が立替えた旅費、日当宿泊費、税金を支払側

（台湾企業）が負担する場合、契約の報酬に算入しなければならない。」とされています。よって支

払側が負担する支出も併せて当該外国企業の所得に計上し、規定の税率により源泉徴収し申告しなけ

ればなりません。 

所得税法第 25条の優遇税率の適用を受ける場合、追徴課税や処罰を避けるためにも規定により取り扱

う必要があります。 

 

《KPMG による解説》所得税法第 25条の適用対象として源泉徴収が必要とされる範囲 

外国企業が所得税法第 25条（注 2）の適用を受け、台湾での源泉所得税の計算にあたってみなし

利益率の適用が認められる場合で、交通費等実費相当を台湾の役務受領者に請求する場合、台湾の役

務受領者はこれら交通費等実費部分の支払に関しても所得税法第 25条の適用対象とし、所得税を源

泉徴収し、納付する必要があります（外国営利事業申請適用所得税法第 25条第 1項規定計算所得額

案件審査原則第 6条第 3項）。 

例えば契約上、役務報酬が 100で交通費等実費は台湾の役務受領者負担とされている場合、台湾の

役務受領者が源泉徴収すべき所得税は（100＋交通費等実費）＊みなし利益率（15％）＊源泉税率（20％）

となります。 

（注） 2．所得税法第 25条とは、主として外国企業の外国本社が台湾で提供する役務に関して台湾源泉所得の

実額計算ができない場合にみなし利益率（15％）の適用を認める制度です。 

 

 

２．契約により外国営利事業へ利息やロイヤルティ純額を支払う場合、その支払総額により源泉徴収

税を計算しなければならない。(財政部台北国税局 - 2014/12/31) 
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台湾の営利事業と外国営利事業が賃貸借契約または技術提携契約を締結し、外国営利事業に利息、

ロイヤルティまたは技術サービス報酬を支払う場合、所得税法第 88条の規定により源泉徴収税額を含

めた給付総額から源泉徴収を行う必要があります。 

納税義務者は所得税法第 88条に規定される各類の所得がある場合、支払時に「各類所得源泉徴収税率

基準」により税金を控除しなければなりません。また源泉徴収税額の計算には源泉徴収税額を含めた

給付総額を計算基礎とする必要があります。 

 

《KPMG による解説》源泉所得税の負担関係 

台湾に PEを有しない外国企業から役務提供等を受け、当該外国企業に台湾源泉所得が発生する場

合に、役務等の受領者である台湾企業は報酬等対価の支払いに際して、所得税を源泉徴収し納付する

義務を負います。当該源泉所得税の負担者は、通常、所得を得る外国企業と考えられますが、実務的

には契約上源泉所得税の負担関係が明確でなく、台湾企業が源泉所得税を負担することも散見されま

す。 

このように実質的に役務受領者が源泉所得税を負担しなければならない場合、当該源泉所得税の

金額は契約金額に源泉所得税を加えてグロスアップした金額に対して源泉所得税率を乗じて計算す

る必要があります。 

例えば、役務報酬支払額 100、源泉所得税（20％）を台湾企業負担とする場合、源泉所得税の計算

は下記のとおりです。 

 

源泉所得税額 ＝ 100／（１－20％）＊20％ ＝ 25 

（台湾の役務受領者の費用計上額は 125（＝100＋25）） 

 

 

３．契約により外国営利事業へ利息やロイヤルティ純額を支払う場合、その支払総額により源泉徴収

税を計算しなければならない。(財政部台北国税局 - 2014/11/14) 

台湾の営利事業と外国営利事業が賃貸借契約または技術提携契約を締結し、外国営利事業に利息、

ロイヤルティまたは技術サービス報酬を支払う場合、所得税法第 88条の規定により源泉徴収税額を含

めた給付総額から源泉徴収を行う必要があります。 

納税義務者は所得税法第 88条に規定される各類の所得がある場合、支払時に「各類所得源泉徴収税率

基準」により税金を控除しなければなりません。また源泉徴収税額の計算には源泉徴収税額を含めた

給付総額を計算基礎とする必要があります。 

 

《KPMG による解説》業務との関連性について説明のできない費用の否認 

所得計算上、企業の損金に計上できるものは企業の事業に関係を有する費用である必要がありま

す。業務との関連性について説明ができない費用については損金算入が否認されますのでご留意くだ

さい。 

 

以上 
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