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【移転価格報告書における個別分析が必要となる金額基準の緩和】 

 

１．概要 

移転価格報告書における分析は、関係会社間取引に複数の種類がある場合、一定の基準を超える取

引については独立企業間価格か否かについて個別に分析にする必要があるとされています（財政部台財

税字第 09704555160号通達）。 

この度、当該通達における「一定の基準」が一部緩和されています（台財税字第 10304578300号通

達）。改正通達は 2014年事業年度に係る申告案件から適用されます。 

 

２．改正対照表（個別分析が不要とされる取引の基準） 

改正前 

（台財税字第 09704555160号通達） 

改正後 

（台財税字第 10304578300号通達） 

変更点 

 営業収益または原価の勘

定科目に属する関係会社間取引

のうち、年間取引総額が

NT$ 1,000万以下である取引種別

は個別分析不要。 

 営業収益または原価の勘定科目

に属さない関係会社間取引のう

ち、年間取引総額が NT$ 500万以

下である取引種別は個別分析不

要。 

 年間取引総額が NT$ 1,000万以下

である同一タイプの関係会社間

取引は個別分析不要。 

 総額で NT$ 1,000万を超過する関

係会社間取引であっても、特定の

関係企業との年間取引額が

NT$ 500万以下の取引は個別分析

不要。 

 営業収益及び原価に属しない

関係会社間取引種別について

も、個別分析を必要とする基準

を年間取引総額 NT$ 1,000万超

の取引に緩和された。 

 年間取引総額が NT$ 500万以下

となる特定の関係会社との取

引は一律個別分析不要とされ

た。 

 

３．変更点 

（１）NT$ 1,000万超の取引種別について個別分析が必要 

従来、営業収益及び原価に属しない関係会社間取引については、年間取引総額 NT$ 500万超となる

取引種類について個別分析が必要とされていました。改正により、会計上の区分によらず NT$ 1,000

万を超える関係会社間取引種別について個別分析が必要とされることとなりました。 

 

（例） 

A社は関係会社である B社及び C社に対して、それぞれ役務報酬を NT$ 600万、NT$ 100万を支払

い、どちらも営業費用（営業収益及び原価に当たらない）に計上している。 

A社の関係会社役務費用の取引総額が NT$ 500万を超過するため、超過であるため従前の規定では

原則として個別分析が必要であった（営業収益または原価に属しない取引の基準）。改正後は、役務

費用総額が個別分析の基準（NT$ 1,000万以下）となり、個別分析は不要とされる。 

 

 

（２）年間取引総額が NT$500万以下となる特定の関係会社との取引についての個別分析は一律免除 
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年間取引総額が NT$500万以下となる特定の関係会社との取引は、個別分析は一律免除となります。

他の関係会社間取引と合わせて NT$ 1,000超となる取引種別に属する関係会社間取引であっても、特

定の関係会社間取引が NT$ 500万以下である場合、個別分析は不要です。 

 

（例） 

A社は関係会社である B社、C社及び D社に対して製品を売り上げており、それぞれ NT$ 700万、

NT$ 300万及び 200万の売上を計上する。 

従前の規定では、同一種別の取引（営業収益取引）として取引総額が NT$ 1,000万を超えており、

A社は B社、C社及び D社との取引全てを対象とする個別分析を実施する必要があった。 

改正後の規定によれば、取引総額が NT$ 1,000を超過する同一取引種別として A社の関係会社売上

は個別分析の対象となるが、NT$ 500以下となる C社及び D社に対する売上取引は個別分析が免除さ

れる。 

 

以上 
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