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【日台租税協定の締結と企業税務管理における新たな契機】 

背景 

2015年11月26日、日本と台湾間の日台租税協定が締結されました。双方の法制定手続の完了後、正式な

発効となります。この租税協定により、日台間の取引により生じた各種所得について、二重課税の回避の規

定に基づき、企業の合理的な租税権益が保障されることになります。また、租税争議の解決と租税の公平性

維持のため、双方の税務に関する協力範囲の拡大に関する内容も含まれています。 

 

日台租税協定による日本企業に対する主要な影響 

 源泉税率の低減 

台湾法人から日本法人への配当、利息及びロイヤルティーの支払時の源泉税率が低減されます。 

 事業所得の課税範囲の明確化 

台湾に恒久的施設（PE）を有さない日本法人の台湾での事業所得が申請により免税となります。 

 個人所得課税の非課税枠の拡大 

台湾において非居住者となる日本人の日本払給与の台湾での免税範囲が拡大されます。 

 移転価格税制への影響 

台湾の税務当局からの移転価格の指摘に対して、日本の税務当局との対応的調整の申立てができる

ようになります。また、移転価格調査リスク及び二重課税リスクを減少させることを目的とした二国間の

事前確認（APA）の申請が可能になります。 

 

日台租税協定の主要内容 

 適用対象 

一方又は双方にて居住者と定義される個人及び法人 

 

 発効と適用 

日台租税協定は以下の通り適用が開始されます。 

 源泉所得税については、本協定の発効日が属する年の翌年の１月１日（現実的には 2017年 1月 1

日）以後に実際に支払われる所得に適用される。 

 その他税目については、本協定の発効日が属する年の翌年の１月１日（現実的には 2017年 1月 1

日）以後にその課税年度が開始するものに適用される。 
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 各種所得に対する租税優遇措置の摘要まとめ 

事業所得の 

免税 

 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

て免税とされる。PE とは以下を指す。 

 固定場所PE： 支店、出張所、事業所、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。 

 工事PE： 建設・建築現場、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６カ月を超える場所。 

 サービスPE： いずれか一方の企業が、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又は関連工程が、任意の12カ月間において合計183日

を超える場合。当該サービスにはコンサルティングサービスを含む。 

 代理人PE： いずれか一方の領域内にいる他方の企業を代表する者に以下の

状況の一つがある場合、当該企業は当該一方にPEを持つとみなす。 

① 当該一方の領域内において、代表としてその企業の契約締結権を擁し、経

常的にその権限を行使している。 

② 契約代理締結の権限を有さないものの、一方の領域内において、当該企

業に属する物品又は商品を経常的に貯蔵し、また当該企業を代表して物

品又は商品の供給や交付を行う。 

③ 契約代理締結の権限を有さないものの、一方の領域内において、経常的

に完全に又はほぼ完全に、当該企業や当該企業の支配を受ける企業から

の指図を受ける。 

海空運輸によ

る利益の免税 

 海空運輸企業が他方での業務により取得した利益について、当該会社は他方で

免税とされる。  

 共同経営又はその他国際運営機構に参与し取得した利益は、今回の協定で規

定された海空運による利益の範囲に属する。ただし当該経営への参与比率に基

づき算出した利益に限る。 

投資所得に対

する減徴収税

率の上限 

 配当： 10% 

 利息： 10%（一部の特殊な利息は免税） 

 ロイヤリティ： 10% 

財産取引所得  不動産の譲渡  

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

は他方において課税される。 

 会社株式の譲渡 

一方の居住者が他方の会社の株式、又は組合又は信託の権益（当該株式又は

権益の 50%以上の財産価値が直接又は間接に他方の不動産より構成される場

合に限る）を譲渡し、取得した収益は他方において課税される。 

 

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
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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。  

 課税年度内に開始、又は終了するいずれの12カ月間における他方での居留

日数が合計で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。 

 

 

 税務争議の解決方法 

関係会社間取引において、いずれか一方が移転価格調整を受けた場合、税務当局間の相互協議を通

じた対応的調整が図られます。 

 対応的調整と相互協議手続 

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、対応的調整の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３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、他方の税務当局との相互協議

手続を通じ、解決するよう努める。相互協議による決定は、双方の法令上のいかなる期限規定にか

かわらず、実施されなければならない。 

 

KPMGの見解 

これまでも台湾は日本にとって重要な経済・貿易上のパートナーであり、密切な取引が行われてきました。日

台租税協定の締結は、企業の直接的な節税効果に加えて、税務争議事項の解決にもつながります。 

① 各種所得に対する租税優遇について 

租税負担の低減に関して、最も直接的な影響がある部分は配当、利息、ロイヤリティの支払時における

源泉徴収税率が最高で20％から10％まで低減するという点です。また、一般の多国籍企業でよく見受け

られるグループ間での管理サービスや技術サービス等の事業所得に関して、これまでは支払時に一般

には20％の源泉徴収税率が適用されていましたが、事業所得の免税適用を申請することが可能となり

ます。 

個人役務所得については、当地にて所得が課税される居留日数が90日から183日に延長されます。個

人の租税負担の低減だけでなく、従業員を派遣する企業にとってもより柔軟な計画が可能となります。 

② 台湾におけるPE認定について 

日系企業が台湾での不測の課税を受けることを避けるため、台湾にPEを有するとみなされないよう、取

引や業務を計画する際にPEの定義を確認する必要があります。 

 

③ 税務争議の解決方法について 
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双方の税務機関が移転価格調査を実施した際、相互協議手続（MAP）により二重課税リスクを低減する

ことが可能となります。 

 相互協議と対応的調整 

日台租税協定の発効後、関係会社である日本法人A社と台湾法人B社の取引について、台湾税務当局

がB社の課税所得に関して独立企業原則（Arm's length principle）に基づいて移転価格の調整をした場

合、B社は台湾税務当局に対応的調整を申請し、双方の税務主務機関の相互協議手続（MAP）により二

重課税リスクを低減することができます。 

 相互協議と二国間事前確認制度 

事前確認制度（APA）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。「日台租税協定」の発効後、上記

のA社及びB社は、取引の実行前に日本及び台湾税務当局の双方に二国間APAを申請することができ

ます。双方の税務当局が相互協議により移転価格に合意した場合、移転価格調査リスクや二重課税リ

スクを効果的に回避することが可能になります。 

 

台湾は日本を始め、主要な貿易相手国との租税協定を順次締結しています。日台租税協定の発効により、

台湾の租税協定（協議）ネットワークの成形が期待されます。 

企業は、当該日台租税協定の締結および2015年8月25日の両岸（台湾・中国）租税協議の締結を受け、全

体的な視点から自社グループの業務計画を見直すことが求められる可能性があります。また、自社グルー

プにとって、有利に租税協定を活用できる施策がないかどうかの確認を行う必要があると考えられます。 

 

KPMGでは日台租税協定に関するセミナーを12月7日より台北、台中、台南及び高雄にて開催いたします。

セミナーの詳細は下記リンクをご参照ください。 

https://www.kpmg.com/TW/zh/Documents/for%20evite/2015/12071211%E6%97%A5%E5%8F%B0%E7%A7%9F%E

7%A8%8E%E5%8D%94%E5%AE%9A.pdf 

  

https://www.kpmg.com/TW/zh/Documents/for%20evite/2015/12071211%E6%97%A5%E5%8F%B0%E7%A7%9F%E7%A8%8E%E5%8D%94%E5%AE%9A.pdf
https://www.kpmg.com/TW/zh/Documents/for%20evite/2015/12071211%E6%97%A5%E5%8F%B0%E7%A7%9F%E7%A8%8E%E5%8D%94%E5%AE%9A.pdf
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