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【2016年5月20日以降の中小企業の従業員新規雇用に係る給与費用の所得税追加控除の適用について】 

 

一、 「中小企業発展条例」及び「中小企業の従業員新規雇用に係る給与費用の所得税追加控除に関する細

則」の再確認 

2014年6月、中小企業発展条例（以下、本条例）の修正が可決され、中小企業が新規雇用する従業員の

給与に係る租税優遇措置が設けられました（「KPMG Taiwan Newsletter 2014-10」ご参照）。 

本条例では、適用条件等の詳細について未定の部分がありましたが、行政院では2015年2月に「中小企

業の従業員新規雇用に係る給与費用の所得税追加控除に関する細則」（以下、本細則）を公表し

（「KPMG Taiwan Newsletter 2015-05」ご参照）、優遇適用の要件、申請手続、優遇適用期間等の詳細を

定めました。 

本細則では施行期間は2014年５月20日から10年間、優遇適用期間は2014年5月20日から2016年5月19

日までの2年間とすると定められました。 

 

二、 2016年5月20日以降の適用について 

2016年5月20日以降の適用については、景気動向指数が一定の状況に達するという要件があります。今

回、経済部中小企業処公布の「中企策字第10504601710号通達」により、2015年9月から2016年2月の失

業率が連続6ヶ月間にわたり3.78％を超え、適用要件に当てはまるとして、2018年5月19日まで継続適用

されることが発表されました。以下に本優遇税制のポイントを説明いたします。 

 

三、 中小企業の申請要件 

1. 増資による増加資本金がNT$50万に達する。（注1） 

2. 2人以上の台湾国籍従業員を新規雇用する。（台湾国籍従業員の労工保険の月平均加入者数

が前年度の加入者数より2人以上増加する。当年度に台湾国籍従業員を新規雇用した後、全体

給与給付総額が比較給与水準総額を超える。新規雇用した台湾国籍従業員の給与が当年度の

中央労動主務機関が公告した最低賃金に相当する、または最低賃金より大きい。） 

 

(注1) 増資と新規雇用の順序についてどちらが先かという規定はありませんが、会計年度に合わせて実施する必要があり

ます。毎年の会計年度において新規雇用の要件に適合する場合、増資と会計年度の適用状況は以下の通りです。 

2016/5/20        2017/1/1              2018/1/1         2018/5/19 

本細則優遇期間    

2016/05/20以降に増資  租税優遇期間  

2017年に増資 租税優遇期間  

2018年に増資 租税優遇期間 
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四、  申請手続 

申請書は当年度の営利事業所得税確定申告書の期限内（12月決算の場合は5月末）に併せて（ウェブ

確定申告も同様）提出します。申請書は一式2部(注2)とし、提出時に申請書の2枚目の受領書（税務主

務機関の押印済み）を忘れず受け取ってください。 (申請書の受領番号と営利事業所得税確定申告書

の受領番号は同じ番号となります。) 

 (注 2)本細則第 6 条に規定される添付書類は以下の通り。 

1. 中小企業が新規雇用した従業員の給与費用の所得税追加控除申請書 

2. 会社設立または増資に係る登記に関する書類の写し 

3. 当年度と前年度の労工保険加入被保険者名簿 

4. 新規雇用した従業員の労工保険加入資料表及び給与明細資料 

5. 第５条第２項規定の誓約書 

6. その他関連証明書類 

優遇申請用の申請書及び誓約書は以下の国税局ウェブサイトよりダウンロードが可能。 

http://www.ntbt.gov.tw/etwmain/front/ETW118W/CON/1771/5486763006563637715 

 

五、 優遇適用期間 

2016年 5 月 20 日から 2018 年 5 月 19 日 

 

六、 租税優遇 

新規雇用する台湾国籍従業員に支払う給与の 130％（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とされています。 

 

 

 
 

  

http://www.ntbt.gov.tw/etwmain/front/ETW118W/CON/1771/5486763006563637715
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