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【中小企業の給与引上に対する租税優遇-中小企業発展条例の改正】 

背景 

「給与引上四法」のうち、「給与引上に対する租税優遇」に係る《中小企業発展条例》の改正案（第36条の2）が、

2015年12月18日に立法院にて可決されました。今回の改正では、現行の台湾国籍従業員の新規雇用時の支払

給与の30%（上限）の当該事業年度営利事業所得額からの控除のほか、24才以下の台湾国籍従業員を新規雇用

する場合、その支払給与の50%（上限）の営利事業所得額からの控除規定、並びにベースアップ以外に台湾国籍

の「一般」従業員の給与を引上げた場合の引上部分の30%（上限）の営利事業所得額からの控除規定を追加しま

した。改正案の施行期間は、現行の従業員新規雇用に係る租税優遇の施行期間（2014年5月20日から10年間）に

合わせるため、2016年1月1日から2024年5月19日までとされます。今回の改正条文（第36条の2）の対照は以下の

通りです。ご参照ください。 

 

改正前 改正後（2015年12月18日改正） 

第36条の2  

国際経済の情勢変化に伴い、国内中小企業の投資を促

進し、国内の就業率を高めることを目的とする。景気動

向指数が一定の水準に達した時点において、新設投資

或は増資による拡大を行う中小企業の投資額が一定に

達した時、一定人数の従業員を新規雇用し、かつ当該

企業全体の給与給付総額を引き上げた場合、毎年新規

雇用する台湾国籍従業員に支払う給与の30％（上限）を

当該事業年度の営利事業所得額から控除することがで

きる。  

②中小企業が本条の適用期間において前項の要件に

適合しなくなった場合、適合しなくなった年度から、所得

税法の規定に基づきその営利事業所得額及び納付す

べき税額を計算する。 

③第一項の経済景気動向指数の水準、適用期間、投資

額、対象となる新規雇用従業員及びその人数、企業全

体の給与給付総額、認定機関、申請期限、申請手順及

びその他関連事項に関しては、行政院により定める。 

第36条の2  

国際経済の情勢変化に伴い、国内中小企業の投資を促

進し、国内の就業率を高めることを目的とする。景気動

向指数が一定の水準に達した時点において、新設投資

或は増資による拡大を行う中小企業の投資額が一定に

達した時、一定人数の従業員を新規雇用し、かつ当該

企業全体の給与給付総額を引き上げた場合、毎年新規

雇用する台湾国籍従業員に支払う給与の30％（上限）を

当該事業年度の営利事業所得額から控除することがで

きる。 

②前項の従業員の年齢が24才以下である場合、毎年新

規雇用する台湾国籍従業員に支払う給与の50％（上限）

を当該事業年度の営利事業所得額から控除することが

できる 。 

③経済景気動向指数が一定の水準に達した状況におい

て、中小企業が一般従業員の平均給与支払水準を引上

げた場合、毎年、法定ベースアップ以外の原因による台

湾国籍従業員の給与調整のために追加支払う給与の

30％（上限）を当該事業年度の営利事業所得額から控

除することができる。但し、従業員の新規雇用により増

加した給与支払額について、前二項の規定を適用した
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場合、重複して控除することはできない。 

④中小企業が本条の適用期間に前三項の要件に適合

しなくなった場合、適合しなくなった年度から、所得税法

の規定に基づきその営利事業所得額及び納付すべき税

額を計算する。 

⑤第一項、第二項及び第三項に規定されている経済景

気動向指数の水準、適用期間、投資額、対象となる新規

雇用従業員及びその人数、企業全体の給与給付総額、

一般従業員の範囲及び平均給与給付水準の計算方

法、認定機関、申請期限、申請手順及びその他関連事

項に関しては、中央主務機関が財政部と共に定める。 

⑥2015年12月18日に改正された本条の第二項、第三

項、第四項及び第五項の規定は、2016年1月1日から

2024年5月19日まで施行し、第40条の但書の規定を適

用しない。 

 

KPMGの見解 

今回の改正により、中小企業が営利事業所得額から控除することができる支払給与の範囲は、現行の台湾国籍

従業員の新規雇用による給与（以下、新規雇用租税優遇）のほか、一般従業員のベースアップ以外の原因により

引上げた給与（以下、給与引上租税優遇）も含まれることになりました。また、新規雇用の従業員が24才以下であ

れば、控除額の上限が上がります。一方、重複控除を避けるため、既に新規雇用租税優遇を適用した従業員の

給与に対して、更に給与引上租税優遇を適用することはできません。 

前述の優遇は、いずれも経済景気動向指数が一定の水準に達するという要件を満たす必要があります。但し、給

与引上租税優遇の適用は、新規雇用租税優遇と異なり、新投資の設立或は増資拡大という要件が設けられてい

ません。 

関連の租税優遇を適用する前に、中小企業は要件を満たすか否かを確認する必要があるほか、適用期間内にお

いて要件に適合しなくなった場合、適合しなくなった年度から租税優遇が適用されなくなる点についても留意する

必要があります。 

 

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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