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【両岸(台湾と中国)租税協定の締結】 

背景 

2015年8月25日、長年にわたり協議されてきた台湾と中国間の「両岸租税協定」が締結されました。双方の法制

定手順の完了後、正式な発効となり、発効翌年の1月1日以降の給付等に適用予定です。今回の協議は現在す

でに発効している双方の、その他国間との租税協定を参考に、OECD（経済協力開発機構）モデル、及び国際連

合(UN)モデルを原本としています。また双方の税法規定、経済貿易の往来状況、及び租税政策等の要因を考慮

し、適切な租税優遇措置が制定されました。協議において、両岸の取引により生じる各種所得の二重課税の回

避、企業の合理的な租税権益保障、また同時に租税争議の解決と租税の公平性を守るための両岸の税務に関

する協力範囲も検討されました。 

 

両岸租税協定の主な内容 

 適用対象  

 居住者：双方の税法に適合する居住者と定義される人（自然人及び法人を含む）。  

 双方居住者：台湾居住者であると同時に中国居住者でもある場合、①恒久的住居 ②利害関係の中心

的場所 ③常用の住居の順序で考慮し、いずれの居住者となるのかを定める。  

 間接投資企業：両岸以外の法律に基づき設立されたある実体について、その実態を実質的に管理する

場所（Place of effective management、以下PEMと称する）が両岸のいずれか一方に所在する場合、その

実体をPEMが所在する一方の居住者と見なす。「PEMがいずれか一方に所在する」とは、企業が以下の

規定に全て適合する場合を指す。  

1. 重大な経営管理、財務管理及び人事管理の方針決定者がいずれか一方に居住する個人である。

又は本社がいずれか一方にある企業、又は方針決定がなされた場所がいずれか一方である。  

2. 財務諸表、会計帳簿記録、取締役会議事録又は株主総会議事録の作成、又は保存の場所がいず

れか一方である。  

3. 主要な経営活動が実際に執行されている場所がいずれか一方である。  

 

 主要な適用税目  

 台湾：営利事業所得税、個人総合所得税、所得基本税額 

 中国：企業所得税、個人所得税 
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 各種所得に対する租税優遇措置の摘要まとめ  

所得類型  説明  

営業利益  企業が他方に恒久的施設(Permanent Establishment、以下PEと称する)を持たない場

合、又はPEを経由して事業を行っていない場合、当該企業は他方において免税又は

非課税とされる。PEとは以下を指す。  

 管理所、分支機構、事務所、工場、作業場、鉱山発掘所、油田、天然ガス田、採

石場又は、全てのその他天然資源採掘場所。 

 建設現場、建設(建築)、取付工事、又はそれらに関連する監督管理作業の継続

期間が12個月を超える場所。 

 いずれか一方の企業が、直接又間接的に、従業員又はその他の人員を通じて

他方に提供するサービスが、当該納税年度に開始又は終了する12個月間にお

ける連続又は累計183日を超過する場合。当該サービスにはコンサルティング

サービスを含む。 

 常に一方の企業の名義で、他方において契約を締結している場所。 

海空運輸による

収入及び利益 

 海空運輸企業が他方での業務により取得した収入及び利益について、当該会

社は他方で免税又は非課税とされる(営業税、付加価値税又は類似の税収を含

む)。  

 共同経営又はその他経営機構に参与し取得した収入や利益は、今回の協定で

規定された海空運による収入や利益の範囲に属する。ただし当該経営への参

与比率に基づき算出した収入及び利益に限る。  

投資所得   配当：受益者が一方の会社であり、かつ給付配当を行う他方の会社に25%以上

を直接出資する状況の場合、他方での課徴税額は配当総額の5%を超えないも

のとする。その他状況においては、課徴税額は配当総額の10%を超えないもの

とする。 

 利息：利息受益者がいずれか一方の居住者である場合、他方での課徴税額は

利息総額の7%を超えないものとする。  

 ロイヤリティ：ロイヤリティ受益者がいずれか一方の居住者である場合、他方で

の課徴税額はロイヤリティ総額の7%を超えないものとする。 

財産収益   協定により、他方において課税される状況：  

 いずれか一方の居住者が他方の不動産を使用又は譲渡したために生じた

所得(農業又は林業所得を含む)  

 一方の企業が保有する他方に在するPEの営業資産中の動産譲渡収益。

または一方の居住者が他方において業務を行っている(個人役務提供)固

定的施設の動産譲渡収益。PE (単独又は企業全体)又は固定的施設の譲

渡収益を含む。  

 いずれか一方の居住者が株式を譲渡し、かつその株式価値の50%以上が

直接的又は間接的に他方に在する不動産によるものである場合、その譲

渡収益。  

 譲渡者が居住者である一方でのみ課税される状況：  

 海空運輸業の船舶や航空機の経営、又は船舶や航空機の運営に付属す

る動産を譲渡し、取得した収益 

 一方の居住者が他方の居住者である会社の株式、又はその他の資本的

権利を譲渡し、取得した収益。ただし譲渡者がその居住者である一方にお

いては他方からの当該収益を免税とし、かつ譲渡者が譲渡を行う12個月
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前までに、直接的又は間接的に当該他方の会社の資本の25%以上を保有

する場合、他方にて課税することが出来る。  

 上記の財産以外の譲渡収益  

個人役務所得   いずれか一方の居住者が独立した身分又は被雇用の形式で他方にて個人役

務に従事し、取得した所得については他方にて課税される。 

 他方にて雇用され役務を提供し取得した所得は、以下の条件に適合する場合、

他方での所得税は免除される。 

 当該納税年度に開始、又は終了する12個月間において、他方での居留日

数が連続又は累計183日を超過しない。 

 所得が他方の居住者ではない雇用主又は雇用主を代表する者から給付さ

れる、 

 所得が雇用主の他方での恒久的施設によって負担されたものではない。 

移転価格調整  いずれか一方が関係会社間取引に関して移転価格調整を行った場合、他方も合理

的に対応し調整しなければならない。 

 
 相互協議  

いずれか一方の又は双方の措置により、この協定の規定に適合しない課税を受けた、又は受けることにな

ると認める者は、双方各自が定める救済手段とは別に、自己が居住者している一方の税務当局に対して、

申立てをすることができる。当該申立ては、この協定の規定に適合しない課税に係る当該措置の最初の通

知の日から三年以内に提出しなければならない。 

 

いずれか一方の税務当局は、上述の申立てを正当と認めるが、適切に当局独自で解決することができない

場合には、この協定の規定に適合しない課税を回避するため、他方の税務当局と協議し、解決するよう努

める。協議により成立した決定は、両国の法令上のいかなる期間制限にもかかわらず、実施されなければ

ならない。 

 

 情報交換  

いずれか一方が当協定により他方から受領したいかなる情報は、当該一方の規定に基づき得た情報と同

様に秘密として取り扱う。かつ当該情報は当協定が規定する税についての査定、徴収、執行、行政救済に

関連する人員又は部門にのみに供する。これらの人員又は部門は当該税務目的にのみ当該情報を使用し、

刑事事件においても使用することは出来ない。 

 

KPMGの見解 

両岸租税協定により台湾と両岸の投資は租税の観点から、より活発になると考えられます。配当、利息及びロイ

ヤリティに対する源泉税率が低くなり、また特定条件に適合する場合、財産取引による所得はいずれか一方にお

いて免税措置を受けることが可能となります。 

さらに両岸租税協定ではPEの認定条件も明確に定められています。PEに当てはまらない場合、例えば台湾法人

が中国法人へ役務 (管理、データ処理、技術、研究開発等のサービス) を提供し、取得した報酬について、その

利益は中国において免税となります。 

このほか、今回の協定の締結により海空運輸業者の経営效率の向上にもチャンスがもたらされるでしょう。また

両岸の居住者身分を有する個人(例：戸籍が台湾にある個人が中国にて連続満5年就業し、かつ当地の居住者と

なった場合)又は企業が、双方においてで所得の全額課税とされることを回避するため、原則いずれか一方の居

住者として区分され、その課税権がどちらに帰属するかが確定されます。 
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また、台湾と他国間の租税協定の実務運用経験から、両岸租税協定により企業税務に以下の効果がもたらされ

ると考えられます。 

 投資ストラクチャーへの影響  

台湾法人が国外持株会社(例えばBVI)を利用して中国に投資し、そのPEMが台湾にあると認定される企業に

対しても、「両岸租税協定」が適用される可能性があります。そこで台湾法人としては、「両岸租税協定」の発

効により、①国外持株会社のPEMが台湾にある場合の税務改善效果、②潜在的課税リスクの改善、③適用

される中港租税協定への影響、④将来台湾においてタックス・ヘイブン対策税制やPEM等が実施された場合

の影響等、が考えられます。 

以上を踏まえ、直接投資と間接投資による税負担の効率性を勘案し、全体の税負担への影響と効果を勘案

し、投資ストラクチャーの最適化を検討することが必要になると考えられます。 

 

 二重課税リスクの低減  

① 相互協議手続 

「両岸租税協定」の締結後、関係会社である台湾法人A社と中国法人B社の取引について、中国税務当局

がB社の課税所得に関して独立企業原則（Arm's length principle）に基づいて増額調整した場合、A社は台湾

税務当局に相互協議による解決を求め、双方の税務主務機関の協議により二重課税を回避することができ

ます。 

 

②  双方による事前確認制度 

事前確認制度とは、関係会社間取引における移転価格の妥当性について、取引の実行に先立って関係当

事国の税務当局に事前に確認を求める制度を言います。①対応的調整や②相互協議手続は、二重課税の

事後救済措置に該当しますが、双方による事前確認制度は事前予防措置に該当します。双方の事前確認

制度による協議結果は関係当事国双方において拘束力があり、一方の関係当事国のみでの事前確認制度

よりも移転価格リスクの回避に有効であると考えられます。 

「両岸租税協定」の締結・発効後、上記①のA社及びB社は取引の実行前に台湾及び中国税務当局に双方

による事前確認制度を申請することができます。双方の税務当局が移転価格に合意した場合、協議有效期

間内における移転価格結果に正当性が得られ、二重課税を回避することができます。 

 

 

中国語原文の文責：公認会計士 葉維惇、公認会計士 何嘉容、副総経理 林嘉 

（本文は中国語原文をベースとし、日本語用に適宜修正を加えています。） 

 

 

 



 

 

 
 

発行責任者 

KPMG 台湾 
Global Japanese Practice統括 游 瑞琳 

kpmg.com/tw 

 

©2015 KPMG, a Taiwan partnership and a member firm of the KPMG network of independent 
member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss 
entity. All rights reserved. 

 
The KPMG name, logo and “cutting through complexity” are registered trademarks or 
trademarks of KPMG International. 

KPMG 
Taiwan Network 

台北事務所 
台北市信義路5段7号68F 
TEL ：02 8101 6666 
FAX：02 8101 6667 

新竹事務所 
新竹市科学工業園区展業一路11号 
TEL ：03 579 9955 
FAX：03 563 2277 

台中事務所 
台中市西屯区40758文心路二段201号7F 
TEL ：04 2415 9168 
FAX：04 2259 0196 

台南事務所 
台南市中区700民生路2段279号16F 
TEL ：06 211 9988 
FAX：06 229 3326 

高雄事務所 
高雄市前金区中正四路211号12Fの6 
TEL ： 07 213 0888 
FAX： 07 271 3721 

日本業務組主要担当者紹介 

日本業務組連絡先（日本語対応可能） 

台北事務所 

TEL：02 8101 6666（代表） ／ FAX：02 8101 6667 

パートナー 

游 瑞琳 

内線番号：00918 ／ 直通TEL：02 8758 9925 ／ Email： rogeryu@kpmg.com.tw 

李 宗霖 

内線番号：02337 ／ 直通TEL：02 8758 9946 ／ Email： johnnylee@kpmg.com.tw 

林 琇宜 

内線番号：02587 ／ 直通TEL：02 8758 9688 ／ Email： slin1@kpmg.com.tw 

陳 彦富 

内線番号：02909 ／直通TEL：02 8758 9995 ／ Email： byronchen@kpmg.com.tw 

友野 浩司 

内線番号：06195 ／直通TEL：02 8758 9794 ／ Email： kojitomono@kpmg.com.tw 

 

記帳部門（記帳代行、個人所得税、給与計算等） 

蔡 文惠 

内線番号：00584 ／直通TEL：02 8758 9992 ／ Email： eileentsai@kpmg.com.tw 

登記部門（会社設立、ビザ取得等） 

李 美儀 

内線番号：02340 ／直通TEL：02 8758 9780 ／ Email： migilee@kpmg.com.tw 

日本人顧問 

奥野 雄助 

内線番号：14735 ／ 直通TEL：02 8758 9751 ／ Email： yusukeokuno@kpmg.com.tw  

石井顕一 

内線番号：15359 ／ 直通TEL：02 8758 9926 ／ Email： kishii1@kpmg.com.tw  

 

 

mailto:rogeryu@kpmg.com.tw
mailto:johnnylee@kpmg.com.tw
mailto:slin1@kpmg.com.tw
mailto:eileentsai@kpmg.com.tw

	KPMG Taiwan Newsletter
	KPMG Taiwan Newsletter 2015-11
	台湾法人が国外持株会社(例えばBVI)を利用して中国に投資し、そのPEMが台湾にあると認定される企業に対しても、「両岸租税協定」が適用される可能性があります。そこで台湾法人としては、「両岸租税協定」の発効により、①国外持株会社のPEMが台湾にある場合の税務改善效果、②潜在的課税リスクの改善、③適用される中港租税協定への影響、④将来台湾においてタックス・ヘイブン対策税制やPEM等が実施された場合の影響等、が考えられます。
	以上を踏まえ、直接投資と間接投資による税負担の効率性を勘案し、全体の税負担への影響と効果を勘案し、投資ストラクチャーの最適化を検討することが必要になると考えられます。

