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【日台租税協定が2016年6月13日より発効し、2017年1月1日より適用開始する】 

 

財政部によると、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜

東関係協会との間の取決め」（以下、日台租税協定）は、2015年11月26日に締結され、協定の効力発生のためにそれ

ぞれの地域において必要とされる手続が完了したことを書面により相互に通知することを終え、2016年6月13日より効

力が生じることとなりました。日台租税協定の内容は合計29条で、二重課税の回避、税負担の軽減、更に租税協議の

解決を図るために、所得源泉国（例、台湾）から、相手国（例、日本）の居住者が取得した各種所得に対し適切な租税減

免措置を提供することが主な目的です。主要な内容は以下の通りです。 

 

適用

範囲 

適用対象 台湾又は日本の税法に適合する居住者と定義される人（個人及び法人を含む） 

適用対象税金 所得税（海上運送、航空運送による利得の所得税、日本事業税も含まれる） 

各種

所得

に対

する

租税

減免

措置 

事業所得 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。 

(一) 固定場所PE：事業所、支店、事務所等。 

(二) 工事PE：建設現場等で継続期間が6ヶ月超。 

(三) サービスPE：企業が従業員等を通じて他方に提供するサービスが任意の12カ月間

において合計183日を超える場合。 

(四) 代理人PE： 台湾又は日本の企業を代表する者が他方において、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場合。 

他方に設立した固定営業場所（例、出荷倉庫）が企業の物品の保管、展示又は運送の

みを行い、専ら当該企業のために物品・商品の購入又は情報収集等を実施し、準備・補

助性質を有する場合は、PEと見なされない。 

投資所得 (一)配当：10%。 

(二)利息：10%（一部の特殊な利息は免税） 

(三)ロイヤリティ：10%。 

財産取引所得 株式譲渡所得：免税 

関係会社間取引 (一)移転価格対応的調整 

(二)二国間事前確認（バイラテラルAPA）。 

税務争議の解決 

  

台湾又は日本の居住者が以下の状況にある場合、問題を解決するために、一定期間

内に台湾又は日本の主務機関へ相互協議を申請することができる。 

(一)協定適用上の争議 

(二)移転価格対応的調整に係る争議 

(三)その他二重課税の問題 
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財政部は、日本企業が台湾で子会社を設立して電子製品を製造し、当該子会社に運営資金を提供し、専門技術の使

用許諾を与え、技術指導の為に従業員を出向させ、また台湾及び中国子会社の製品製造に供する半製品の保管、運

送のために台湾で出荷倉庫を設置するという運営形態を例として、日台租税協定の発効前後における日本企業の台

湾での所得税負担の差異を以下の通り説明しています。 

所得種類 日台租税協定発効前の 

台湾における所得税負担 

日台租税協定発効後の 

台湾における所得税負担 

子会社から配当を取得する 20% 10% 

子会社に運営資金を提供して

利息を取得する 

20% 10% 

子会社に専門技術の使用を許

諾しロイヤリティを取得する 

20% 10% 

子会社に技術指導を行うため

に従業員を出向させ、報酬を

取得する 

所得税法第25条の規定に適合する場

合：3% 

その他：20% 

台湾でサービスを提供する日数が任

意の12カ月間において合計183日を超

えない場合は、免税とされる。 

台湾及び中国子会社の製品製

造に供する半製品の保管、運

送のための出荷倉庫を台湾で

設置する 

実際又は見なし所得に対して17%の税

率により課税する。 

準備・補助性質を有しており、PEと見

なされないため、その事業所得は免

税とされる。 

 

上記の例において、日本企業が台湾子会社から取得する配当が日本税法における国外配当の免税要件に適合する

場合、その配当の95%を日本企業の所得に算入しないという課税の規定を適用することができます。また、日台租税協

定の発効後、日本企業が台湾への投資によって取得する配当所得に係る所得税は、半分（10%になる）へ低減されま

す。なお、日台租税協定は双方の居住者に平等に適用されているため、台湾企業は日本にて類似する経営を行う場

合でも、日本にて類似した税金減免優遇を享受することができます。 

 

財政部の説明によりますと、日台租税協定は2016年6月13日より発効され、2017年1月1日以降の課税年度より適用さ

れますが、源泉税（例えば、配当、利息、ロイヤリティ）について、台湾では2017年1月1日以降の支払うべき所得、日本

では2017年1月1日以降の実際支払所得が適用されます。例えば、配当の場合、台湾子会社から日本親会社へ配当す

る際、その配当基準日（配当基準日を定めていない又は配当基準日が明確ではない場合、株主が承認した日又は決

議を行った株主総会開催日に準拠する。）が2017年1月1日以降の場合、優遇税率を適用することは可能です。一方、

台湾企業が取得した日本企業からの配当の実際給付日が2017年1月1日以降の場合、優遇税率を適用することができ

ます。 

 

注記： 

1．日台租税協定の英語版及び中国語訳の内容について、財政部のウェブサイト(www.mof.gov.tw)における租税協定

のホームページ（http://www.mof.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=191&pid=1017）にて調べることができます。 

2．租税協定の適用に係る審査作業規定について、注記1.の租税協定のホームページにおける「所得税協定の適用に

係る審査準則（原文：適用所得税協定査核準則）」をご参照ください。 

3．各種申請書類のフォームについて、注記1.の租税協定のホームページにおける「租税協定申請書類（原文：租税協

定申請表單）」にてダウンロードすることができます。 

 

http://www.mof.gov.tw/
http://www.mof.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=191&pid=1017
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