
2016年7月 

 © 2016 KPMG, a Taiwan partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 
All rights reserved. The KPMG name, logo and “cutting through complexity” are registered trademarks or trademarks of KPMG International. 

K P M G  T a i w a n  N e w s l e t t e r  
K P M G  T a i w a n  N e w s l e t t e r  2 0 1 6 - 0 6  

 

 

【所得税法CFC及びPEM租税回避対策税制の修正案が立法院にて可決される】 

「パナマ文書」と呼ばれる、法律事務所の内部文書が外部流出したことにより、目にする機会が多くな

った、「タックス・ヘイブン」とは、租税回避地と言われ、厳密には無税又は極端に低い低税率国のこと

を指します。従前より、タックス・ヘイブンを利用した利益移転を計画的に行う多国籍企業が見受けら

れたのですが、OECD (経済協力開発機構)及びG20では、各国政府に国内の租税法令を整備し、共

同で網羅性のある租税回避対策ネットワークを構築するよう呼びかけており、租税回避対策税制の構

築が、グローバルで進められています。 

台湾の従前の租税法令によると、タックス・ヘイブンを利用した租税回避行為に対して課税を行う規定

はありませんでしたが、近年の租税回避対策行為防止の流れに従い、台湾においても“タックス・ヘイ

ブン対策税制”とも言われる、CFC制度（Controlled Foreign Company rule）及びPEM制度（Place of 

Effective Management rule）の導入が、所得税法第43条の3、第43条の4、第126条の改正案が2016年

7月12日に立法院にて可決されたことにより決定しました。具体的な施行日は、両岸租税協議の執行

状況と国際間の共通報告基準（CRS）の実施状況、並びに関連付属法令の計画及び周知徹底状況を

鑑み、別途、行政院により定められることになります。 

 

租税回避対策税制の主要内容 

一、 CFC制度部分(第43条の3) 

実施の影響 - CFCの当年度利益が実際に分配されるか否かを問わず、台湾の会社はCFCの当年度

利益について、当該CFCを保有する持株又は資本額の比率及び保有期間により投資

収益を算出し、課税を受けなければならない。 

- 課税時点が早くなる。 

- CFC、PEMのどちらの条件も満たした場合は、PEM制度が優先して適用されることにな

る。 

適用対象 CFCの株主である営利事業者（個人株主は対象外。但し、財政部は個人の最低税額に

関するCFCの所得基本税額条例修正案を提出する予定がある。） 

CFCの定義 CFCとは、営利事業者及びその関係会社が、直接又は間接的に、台湾国外の低税率国

又は地区の関係会社を保有し、その持株比率の合計が、50%以上に達する又は50%未満

でも当該関係会社に対して重要な影響力を持つ場合の、当該国外の関係会社を指す。 
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低税率国 

又は地区の

定義 

低税率国又は地区とは、営利事業所得税又は実質的に類似する租税の税率が、台湾の

所得税率の70％未満である国又は地区、又はその国内源泉所得にのみ課税する国又

は地区を指す。（※） 

免除基準 - CFCがその所在国又は地区にて実質的な事業活動を行なっている。 

- CFCの当年度利益額が財政部の定める一定基準以下である。 

CFCの税務

上の欠損金

の取り扱い 

関係会社がCFCであると認定された年度以降、CFCにおいて税務上の欠損が発生した場

合、各期の欠損について、公認会計士による監査を受けた上で、税務機関より査定を受

けた場合、欠損発生年度の次年度より10年間、当該CFCの利益から控除することが出来

る。 

二重課税の

防止措置 

- 台湾の会社は、CFC制度により投資収益を計上した場合、実際に配当又は利益を獲

得した年度において、当該利益獲得額をその年度の課税所得計算に算入する必要は

ない。 

- 規定の範囲に該当する国外税額は、投資収益計上年度から5年以内に規定の証憑を

取得した上で、納付すべき税額から控除することが出来る。 

（※）例えば、国内源泉所得にのみ課税する国又は地区には、香港が該当する。 

 

二、 PEM制度(第43条の4) 

実施の影響 外国法令により設立された営利事業者が台湾のPEMと判定された場合、台湾国内の営

利事業者とみなして、台湾の所得税法及びその他関連法律規定に基づき、営利事業所

得税が課され、また台湾所得税の源泉徴収が必要になる。 

PEMの定義 以下の3つの条件を同時に満たす営利事業者： 

- 重要な経営管理、財務管理及び人事管理の方針決定者が台湾国内に居住する個人、

又は本拠地が台湾国内にある営利事業者である、又は当該方針の決定場所が台湾

国内にある。 

- 財務諸表、会計帳簿、取締役会議事録又は株主総会議事録の作成又は保管場所が

台湾国内にある。 

- 主要な経営活動を実際に実施する場所が台湾国内にある。 
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KPMGの見解 

租税回避対策税制の影響と案例の解説 

台湾国外の会社に収益が発生した要因、実質的な運営活動を行なっているか否か等の要素を考慮し、

前述の租税回避対策税制法令では、台湾会社が国外第三地に設立した被投資会社をCFC、PEM、実

質的な事業会社の3種類に分類しています。台湾会社によく見受けられる対外投資と事業構成につい

て、以下の案例を用いて解説いたします。 

（案例）  

-資本構成 

台湾親会社が100%持株会社である香港持株会社、イギリス領ヴァージン諸島(BVI)持株会社及びタイ

子会社を保有している。香港持株会社は中国孫会社Aに再投資し、BVI持株会社は中国孫会社B及び

米国孫会社へ再投資している。 

 

 

 

-取引の詳細 

・台湾親会社は、ある製品について、顧客から受注後、香港持株会社へ外注し、香港持株会社は中国

孫会社Aへ生産を再外注している。 

・別の製品に関しては、台湾親会社が顧客から受注後、BVI持株会社へ外注し、BVI持株会社は中国孫

会社Bに再外注している。なお、中国孫会社Bから顧客に直送される。 

・タイ子会社及び米国孫会社は共に実質的な事業活動を行なっている。香港持株会社はグループの知

的財産権を有し、中国孫会社Aからロイヤリティを受領している。 

・BVI持株会社は現地にオフィス及び従業員を保有せず、台湾親会社の従業員が帳簿処理実務を実施

している。なお、関連帳簿や証憑は台湾親会社が保管し、会社の重要な方針も台湾親会社が決定する。 

以上の案例に基づくと、その分類と影響は以下の通りとなります。 

台湾親会社 

BVI持株会社 香港持株会社 タイ子会社 

中国 

孫会社A 

中国 

孫会社B 

米国 

孫会社 
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対応方針の考慮ポイント 

従前の法令に基づくと、前述の台湾親会社は、中国の孫会社より還元された配当金を、台湾において

課税されることなく香港持株会社及びBVI持株会社で留保することが出来ました。しかし、租税回避対

策税制の実施後、香港持株会社及びBVI持株会社に留保している場合でも、CFC/PEM認定されると台

湾において課税され、税負担コストが増加する可能性があります。そのため、租税回避対策税制にい

かに対応するかについて、当税制の施行に影響を与える両岸租税協議（現状は、未発効）等も勘案し、

企業は投資スキームを慎重に再検討する必要があると考えられます。 

  

国外被投資会社 分類 課税への影響 

タイ子会社 実質的な事業会社 影響無し。 

BVI持株会社 CFC又はPEM CFC ： 当年度利益（自身の利益及び再投資収益

を含む）を台湾へ還流せず、国外へ留保する場合

においても、課税される。 

PEM ： 台湾会社と見なされ課税される。 

実質的な事業会社 ： 自身の利益は現地にて

納税する。CFC及びPEMの課税規定を適用しな

い。 

香港持株会社 CFC又はPEM又は実質的な

事業会社 
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