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【多国籍企業の移転価格調査の拡大について】 
 
先日、財政部北区国税局が発表したプレスリリースによると、国際的な租税回避を防ぐため、来年（2016年）

より移転価格に対する税務調査が拡大される予定です。計画によると、多国籍企業の年間売上高がNT$10
億以上で、かつ独立企業原則に適合しない形態（例：親会社又は子会社がタックス・ヘイブンに設置されてい

るなど）である場合、即時調査対象として選定されます。台湾全体で少なくとも300社以上の多国籍企業が調

査対象になると見込まれます。 

北区国税局によると、今年（2015）の国税局移転価格調査案件の選定条件はすでに決定されています。北

区国税局ではこれまでよりも多い合計15社の多国籍企業に対して調査を実施しています。来年はさらに50社
まで増やす予定です。台北国税局では100社以上を予定しています。 

移転価格とは国際的に展開する企業グループによる関係会社間取引における価格を指します。多国籍企

業はグループ全体の税負担を低減するため、この関係会社間取引における価格や利益分配額を操作してい

ます。 

例：中国の税率（25%）は香港（16.5%）より高くなっています。一部の中国企業は香港に子会社を設立し、原

材料を香港子会社から仕入れています。香港子会社は一般価格よりも高い値段で中国親会社へ販売します。

こうすることでグループ全体の利益は変わりませんが、中国親会社の利益が減り、全体の税負担も減少しま

す。 

上記のような租税回避行為は世界的によく見られ、各国政府は近年、税収の減少を防ぐために、移転価格

審査制度を開始しました。台湾の財政部が移転価格に疑義がある多国籍企業の税務調査を行うのも、税源

の確保が目的です。 

国税局が制定した調査選定条件では、よく見受けられる多国籍企業による租税回避の7つの方法を以下の

通り定めています。 

例えば、親会社または関係会社が英国領ヴァージン諸島などのタックス・ヘイブンに設立されている場合は

調査対象となります。そのほか、企業が申告した過去3年間の損益に不規則で大きな変化がある場合も、国

税局は価格操作について疑義を持ち、調査を実施します。 

多国籍企業の移転価格調査選定条件 

項目 内容 

調査期間 2015年10月1日より案件ごとに少なくとも2年間 

調査対象 国際的に展開する企業グループ 

調査案件選定基

準 
 総利益率等が同業者より低い。 

 国際的に展開する企業グループの総利益が正数であるにもかかわらず、国内営利

事業者が欠損を申告したか、もしくは申告した利益がグループ企業より明らかに低

い。 

 連続3年間の損益に不規則で大きな変化がある。 
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 所定フォーマットに基づき関係者間取引資料を開示していない。 

 

 関係者間の有形資産の移転又は使用、無形資産の移転又は使用、サービスの提

供、資金の使用又はその他取引について、対価を受取らないか又は受取った対価

が独立企業間取引に該当していない。 

 タックス・ヘイブンに設立された関係会社との取引が多く金額も大きい。 

 租税優遇措置を受けている関係会社との取引が多く金額も大きい。 

資料出所：財政部北区国税局 

 
 
 
  



 

 

 
 

発行責任者 

KPMG 台湾 
Global Japanese Practice統括 游 瑞琳 

kpmg.com/tw 

KPMG Taiwan Newsletter 2014-13 

 

 

©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 2015-13

