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【産業革新条例の改正：研究開発費の税額控除、技術現物出資及び従業員株式報酬の課税猶予 等】 

背景 

2015年12月15日、立法院において「産業革新条例（産業創新条例）の一部条文改正」案が可決・成立しました。こ

れにより産業革新条例第12条の1、第19条の1及び第67条の1の条文が新たに制定され、第10条、第33条及び第

72条条文が改正されました。租税優遇に関する法改正には「会社の研究開発支出に関する投資税額控除率及び

控除年数の選択」、「知的財産権により取得した利益について、『研究開発支出費の２倍控除』が可能」、「知的財

産権による現物出資の所得税納税猶予と課税猶予」、「従業員株式報酬の所得税課税猶予」が含まれ、施行期間

は2016年1月1日から2019年12月31日までとされています。 

今回の法改正に関して、下表をご参照ください。 

 

租税優遇内容 改正条文の概要 条文 

会社の研究開発費に関する

投資税額控除率及び控除

年数の選択 

下記から税額控除方法の選択ができる。ただし、控除額は会社

の当期税額控除前営利事業所得税額の30％を限度とする。 

1.当期の営利事業所得税額から控除： 

研究開発費の15％を上限 

2.当期からの３年間の営利事業所得税額から控除： 

各期の研究開発費の10％を上限 

第10条の改正 

知的財産権により取得した

利益について、「研究開発

費の２倍控除」が可能  

 

我が国の個人又は会社が自身で研究開発した知的財産権を

会社に譲渡又は授権し、取得した利益について、当期の研究

開発支出費の200%を限度として、当期の課税所得より控除する

ことが出来る。ただし会社は本項又は第10条の研究開発費の

税額控除のいずれか１つしか適用できない。  

第12条の1第1項

の追加  

 

知的財産権による現物出資

の所得税納税猶予と課税猶

予 

我が国の個人又は会社が自身で研究開発した知的財産権を

会社に現物出資し、対価として株式を取得する場合、当該取引

によって発生する譲渡所得に対する所得税納税猶予と課税猶

予は以下の通りである。 

1.上場企業（注）へ現物出資し、対価として株式を取得したこと

による所得は、全額を５年間に渡って繰延べることが出来る

（納税猶予）。ただし選択後の変更は出来ない。 

2. 非上場企業（注）へ現物出資し、対価として新発行株式を取

得した場合、当期の課税所得へ計上しなくてもよい。ただし、

実際譲渡時に、譲渡価格全額を譲渡年度の収益とし、新株

発行時の費用又は原価控除し、課税所得税を申告する(課税

猶予)。 

第12条の1第2、

3項の追加 

従業員株式報酬の所得税 会社の従業員が従業員株式報酬を得た場合、従業員の所得に 第19条の1の追
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課税猶予 対する課税は、株式取得年度 (譲渡期間に制限がある場合は

期間満了年度)における処分可能日の時価に基づき計算し、総

額NTD500万以下の所得を当該取引年度の翌年から第５年目

まで繰延べることが出来る。ただし選択後の変更は出来ない。 

一般的に｢従業員株式報酬」とは以下の各項を指す。  

1. 従業員への株式配当 

2. 現金増資による従業員の新株引受け  

3. 発行済み自己株式の従業員からの買い取り 

4. 従業員新株引受権証書  

5. 従業員権利制限株式報酬などの株式 

 

上記従業員には、会社の支配人を兼任する役員を含まない。 

加 

 

（注）台湾証券取引所（Taiwan Stock Exchange；TWSE)、証券櫃檯買売中心（Taipei Exchange；TPEx）、興櫃市場

(Emerging Market)への上場企業を指す。 

 

KPMGの見解 

今回の産業革新条例第10条の改正により、会社の研究開費の税額控除の適用は、当期に控除又は当期から３

年間に渡っての控除を選択することが出来るようになりました。ただし、３年間に渡って控除する場合、控除率は

15%から10%へ引き下げられます。 

また、研究開発費の２倍控除に10年を期限とする欠損控除の適用を組み合わせることも可能です。そのため、初

期の量産開始前の新製品研究開発期間、営業利益が無い期間、又は研究開発期間が長期にわたるイノベーショ

ン事業にとって、より柔軟な選択が可能になると考えられます。  

今回の法改正は研究開発費と知的財産権に関する条文の改正であり、その適用範囲、申請期限、申請手順、承

認機関、必要書類、並びに従業員株式報酬の所得税課税猶予の審査等に関しては、まだ主務機関より細則等の

詳細規定が公布されていません。弊事務所では、最新情報が分かり次第、改めて皆様へご案内いたします。  

 

文責：公認会計士 陳志愷、副総経理 施淑惠、シニアマネージャー 孫碧月 

（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。） 
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