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【中小企業の新規雇用従業員に係る給与の租税優遇】 

 

１．概要 

昨年 2014年６月、中小企業発展条例が可決され、中小企業が新規雇用する従業員の給与に係る租税

優遇措置が設けられました（「KPMG Taiwan Newsletter 2014-10」ご参照）。本条例では、適用条件等

の詳細について未定の部分がありましたが、本年２月６日に行政院より細則が公表され、詳細が定めら

れています。 

 

中小企業の新規雇用に対する補助 

（中小企業発展条例第 36条の２）（2014年６月立法院制定・公布） 

 ・台湾国内景気動向指数が一定の水準に達する経済状況の下、中小企業が台湾国籍の従

業員を新規雇用するとともに、企業全体の給与総額を引き上げた場合に、当該新規雇用

従業員に支払う給与額の30％（上限）相当額を当該事業年度の営利事業所得額から追加

控除することができる。施行期間は2014年５月20日から10年間。 

 

適用に関する事項は、別途行政院により定められる。 

 

「中小企業発展条例第 36条の２」の詳細部分について、下記細則を公表。 

 

中小企業の従業員新規雇用に係る給与費用の租税優遇に関する細則 

（2015年２月行政院公表） 

 租税優遇適用の条件 

 一定の景気動向指数の意味（第２条） 

 優遇措置の適用期間（第３条） 

 優遇適用対象となる中小企業の条件（第４条） 

 優遇適用申請の手続（第６条） 

 優遇の取消となる状況（第８条） 

 本細則の施行期間（第10条） 

 

詳細は添付の別紙をご参照ください。 

 

２．解説 

本租税優遇措置の適用には台湾国内の経済環境等外部経営環境に依存する部分がありますが、本細

則によりどのような状況で適用可能となるか定められました。足下では、当局の公告により、2014年

５月 20日以降２年間にわたりこの優遇が適用されることになりました。 

また、申請主体となる中小企業の要件が示されています。具体的には下記の通りです。 

 

（１）中小企業の要件（中小企業認定標準第２条） 

 資本金が NTD80,000,000以下の製造業、建設業、鉱業及び土石採取業である企業。 

 上記業種以外の場合、前事業年度の営業収益が NTD100,000,000以下の企業。 



 

 

 もしくは指導業務（注１）を行う企業であり、指導業務の提供のために経常的に雇用する従

業員数が下記 a及び bに該当する場合の当該企業。 

a 製造業、建設業、鉱業及び土石採取業に属する企業で指導業務に関連して経常的に雇用

する従業員数が 200人未満である企業。  

b 上記業種以外の場合、指導業務に関連して経常的に雇用する従業員数が 100人未満であ

る企業。 

 

（注） 

１．「指導業務」については、現在、当該文言を削除した改訂条文の公表が検討されています。 

 

 

（２）租税優遇申請の要件 

 新規設立または NTD 500,000以上を増資した中小企業であること。 

 当局が公告する最低賃金以上の賃金で２人以上の台湾国籍従業員を新規雇用すること（台湾

国籍の労工保険平均加入者数が前年実績を２名以上上回ること）。 

 新規雇用者への給与を含む給与総支給額が一定の公式によって計算した前年度給与総額を超

えること。 

 

以上 
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条文 本文 

第１条 本細則は中小企業発展条例（以下、条例）第36条の２第３項の規定に基づき

制定する。 

第２条 本細則に述べる中小企業とは、法令により会社登記或は商業登記を行い、中

小企業認定標準第２条に適合する企業を指す。ただし、所得税法施行細則第56

条第１項に規定される営利事業所得税免除の小規模営利事業者を含まない。 

②本細則に述べる景気動向指数が一定の状況に達する時とは、行政院主計総処

から公表される月次失業率が連続６か月にわたり一定数値を超え、かつ中央主

務機関から認定公告が出された時をいう。 

③前項に述べる景気動向指数が一定状況に達するについては、中央主務機関に

よる本細則施行の日より２年ごとに調整を検討する。 

第３条 景気動向指数が一定の状況に達する時、第９条の状況を除き、中央主務機関

により公告された発効日より連続２年内において、中小企業が本細則に適合し

台湾国籍従業員を新規雇用した場合、条例第36条の２第１項に定める営利事業

所得額の所得税追加控除の優遇（以下、優遇）の適用申請を行うことができる。 

②中央主務機関により公告された発効日より本細則の施行期限終了の日まで

の期間が２年に満たない場合、前項の優遇適用期限は、優遇適用申請日から本

細則の施行期間終了の日までとする。 

第４条 優遇を申請する中小企業は以下の要件に適合しなければならない。：  

一 中央主務機関が公告する景気動向指数が一定状況に達した日以降に、法

令に従い会社設立または増資の登記を完了していること。企業の合併、

分割、転譲及び解散等によるもので実質的な従業員の新規雇用でない場

合は含まない。 

二 新規設立時の払込資本額または増資による増加資本金がNT$50万に達

し、かつ純資産額がプラスであること。 

三 中央主務機関により公告された景気動向指数が一定状況に達した発効

日以降に２人以上の台湾国籍従業員を新規雇用すること。 

四 当会計年度の台湾国籍従業員の労工保険の月平均加入者数が前年度の

加入者数より２人以上増加すること。また新規雇用から勤続１年に満た

ない場合は、新規被雇用者の増加により当会計年度の経常雇用従業員数

が２人以上増加すること。 

五 当年度に台湾国籍従業員を新規雇用した後、全体給与給付総額が比較給

与水準総額より多いこと。また新規雇用から勤続１年に満たない場合

は、新規雇用後の期間を１年分換算して全体給与給付総額を計算する。

新規雇用後の期間が１か月に満たない場合は１か月で計算する。 

六 新規雇用した台湾国籍従業員の給与が当年度の中央労動主務機関が公

告した最低賃金に相当する、または最低賃金より大きい。  

②前項第一号に記載の公告の発行日以降に会社設立登記を完了した場合、前項

第四号及び第五号規定の制限を受けない。 

③前項第四号後段に記載の経常雇用従業員数の比較とは、当会計年度における

新規雇用時点の前後の台湾国籍従業員の労工保険の月平均加入者数の比較を

いう。 

③前項第五号に述べる比較給与水準総額とは、前年度給与給付総額に雇用増加

割合を乗じ、さらに30％を乗じた総額を指す。雇用増加割合とは、当年度に新

規雇用した台湾国籍従業員の人数が前年度末の被雇用者総数に占める割合を
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指す。算式は以下の通りである。 

比較給与水準総額 ＝ 前年度給与給付総額 ＋ 前年度給与給付総額 ＊  

当年度に新規雇用した台湾国籍従業員の数 ／  

前年度被雇用者総数 ＊ 30％ 

④前項第五号の全体給与給付総額とは、営利事業所得税監査準則第71条に規定

される範囲とする。ただし、台湾国籍でない従業員の給与給付額を含まない。 

第５条 中小企業またはその新規被雇用者が以下の状況のいずれかに該当する場合、

優遇を申請することはできない。 

一 新規被雇用者が就業する業務が台湾国外にある場合 

二 新規被雇用者が就業する業務がパートタイムあるいは定期契約の性質

に属する場合 

三 中小企業がナイトクラブ、ダンスホール、キャバレー、バー、特種飲食

店、あるいは人材派遣サービス業を経営する場合 

四 中小企業が発行する手形が銀行取引停止処分となり、その処分が解除さ

れていない場合あるいは直近３年内に税金未納の状況があり、納付すべ

き税額が確定している場合 

五 新規の雇用が他の企業の営業または財産の買収による結果である場合。

あるいは会社法第369条の１に述べる関係会社間における人員の異動で

ある場合 

六 新規の雇用が民法第184条、公平交易法第19条第３号、第５号、第24条

あるいは営業秘密法第10条の規定に違反し、主務機関からの処分が確定

し、または司法機関による判決が確定している場合 

七 中小企業が直近３年内に環境保護、労働安全、食品安全衛生に関連する

法律に違反し、その内容が重大であり主務機関からの処分が確定し、ま

たは司法機関による判決が確定している場合 

②中小企業に前項の状況がない場合は誓約書により声明する。 

第６条 優遇を申請する中小企業は、当年度の営利事業所得税確定申告時に規定様式

により申請するとともに以下の書類を添付し、会社登記所在地の税務機関に申

請し、本条例第36条の２第１項営利事業所得税の追加控除額の認定を受ける。 

一 中小企業が新規雇用した従業員の給与費用の所得税追加控除申請表 

二 会社設立または増資に係る登記に関する書類の写し 

三 当年度と前年度の労工保険加入被保険者名簿 

四 新規雇用した従業員の労工保険加入資料表及び給与明細資料 

五 第５条第２項規定の誓約書 

六 その他関連証明書類 

②前項の規定様式は財政部より定める。 

③前項第一号の提出資料に不備がある場合、中小企業は所得税法に規定する申

告期限の終了前までに補足することができる。期限までに補足しない場合は受

理されない。 

第７条 中小企業が優遇を申請する給与費用には政府補助金を含まない。また、税務

機関より認定された金額を基準とする。 

第８条 中小企業が環境保護、労働安全、食品安全衛生に関連する法律に違反し、そ

の内容が重大である場合、中央主務機関は依税金徴収法第48条第２項の規定に

より財政部へ停止を通知し、その違反行為が属する年度に享受した本条例第36

条の２第１項に規定する営利事業所得額の所得税追加控除の優遇を返還させ
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る。 

第９条 優遇適用期間は、景気動向指数が一定の状況に達したことを中央主務機関が

初めて公告した時から2014年5月20日まで遡り、連続２年にわたり適用期間と

する。 

第10条 本細則の施行期間は2014年５月20日から10年間とする。 

 

以上 
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