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【営利事業所得税（法人税）の中間納付及び申告について】 

 

12月決算企業の営利事業所得税の中間納付の時期になりましたので、中間納付及び申告制度をご説明

いたします。 

 

１．概要 

台湾では、中間納付及び申告は営利事業者の義務とされています。 

 

２．中間納付及び申告に関する規定 

（１）申告期間について 

企業の法人税の中間申告の期間は、原則として９月１日から９月30日までとされています（所得

税法第67条）。 

ただ、これは12月決算企業を前提としており、その他の決算月の企業の中間申告期間につい

ては、期首から９カ月目にあたる月に中間納付及び申告を行う必要があります。例えば、３月決算

の企業の場合、12月１日から12月31日までに中間申告を完了させる必要があります。 

 

（２）税額計算及び申告の方法について 

① 納付税額の計算 

原則として、（A）前年度の確定申告による納付税額の２分の１の金額を中間納付税額として

国庫に納付します。 

また、青色申告適用事業者または公認会計士の監査を受ける事業者については、（B）所得

税法に基づいて計算した上半期（６カ月間）の営利事業所得額に法定税率（17％）を乗じた金

額をもって中間納付税額とすることができます。例えば、当期の業績が前期より低調で（A）より

（B）の金額が低い等の場合には、（B）に基づいて中間納付及び申告を行うことができます。 

② 申告の方法 

中間納付税額申告書を作成し、中間納付税額領収書及び税額控除証明書類を添付し、管

轄税務機関に申告します。 

 

（３）中間納付税額からの外国税額控除 

中間納付税額の計算については、上記（２）①のとおり前年度実績に基づく（A）と上半期実績に

基づく（B）の２つの方法が認められています。 

このうち（B）の上半期実績値に基づいて中間納付税額を計算する場合、従来は外国で納めら

れた税額を控除することは認められていませんでしたが、2014年度の中間納付から企業が上半

期に外国で納めた税額（注１）については控除限度額内において控除することができることとされ

ました（財政部通達台財税字第10300588330号）。なお、控除する場合、当該源泉地等にて発行

された（台湾領事館等の認証済み）証憑を税務機関に申告する必要があります。 

 

（注）１．控除対象となる外国税額は、中華民国国外及び中国を源泉とする所得に対して当該

源泉地等で納付された所得税を言います。 

 

  

http://gazette.nat.gov.tw/EG_FileManager/eguploadpub/eg020162/ch04/type2/gov30/num3/Eg.htm
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（参考） 

所得税法第67条（中間納付申告） 

営利事業者は、第69条の規定に適合する場合を除き、毎年９月１日から９月30日までにその前年

度の決算で申告した営利事業所得税の納付すべき税額の２分の１を中間納付税額として自ら国庫

に納付し、かつ規定の様式によって中間納付税額申告書を作成し、中間納付税額領収書を添付し

て管轄税務機関に提出する必要がある。 

営利事業者は投資税額控除、行政救済未控除税額及び控除税額を前項の中間納付税額から控

除していない場合、自ら国庫へ中間納付税額を納付し、前項の規定に基づく申告を免ずる。 

会計帳簿証憑を完備し、第77条青色申告書を使用している営利事業者または公認会計士の監査

を受ける営利事業者で、規定期限内に中間納付申告を行うものは、当年度の前半６カ月間の営業

収入総額をもって、本法の営利事業所得税に関する規定に基づき、上半期の営利事業所得額を試

算し、当年度の税率により、その中間納付税額を計算することができ、第１項の中間納付税額の計

算方法は適用しない。 

 

 

以上

  



 

 

 
 

発行責任者 

KPMG 台灣 

日本業務組 統括 李 宗霖 

kpmg.com/tw 

KPMG Taiwan Newsletter 2016-07 

 

 

©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. 

KPMG 
Taiwan Network 

台北事務所 

台北市信義路5段7号68F 

TEL ：02 8101 6666 

FAX：02 8101 6667 

新竹事務所 

新竹市科学工業園区展業一路11号 

TEL ：03 579 9955 

FAX：03 563 2277 

台中事務所 

台中市西屯区40758文心路二段201号7F 

TEL ：04 2415 9168 

FAX：04 2259 0196 

台南事務所 

台南市中区700民生路2段279号16F 

TEL ：06 211 9988 

FAX：06 229 3326 

高雄事務所 

高雄市前金区中正四路211号12Fの6 

TEL ： 07 213 0888 

FAX： 07 271 3721 

日本業務組主要担当者紹介 

日本業務組連絡先（日本語対応可能） 

台北事務所 

TEL：02 8101 6666（代表） ／ FAX：02 8101 6667 

パートナー 

李 宗霖 

内線番号：02337 ／ 直通TEL：02 8758 9946 ／ Email： johnnylee@kpmg.com.tw 

林 琇宜 

内線番号：02587 ／ 直通TEL：02 8758 9688 ／ Email： slin1@kpmg.com.tw 

陳 彦富 

内線番号：02909 ／直通TEL：02 8758 9995 ／ Email： byronchen@kpmg.com.tw 

友野 浩司 

内線番号：06195 ／直通TEL：02 8758 9794 ／ Email： kojitomono@kpmg.com.tw 

 

記帳部門（記帳代行、個人所得税、給与計算等） 

蔡 文惠 

内線番号：00584 ／直通TEL：02 8758 9992 ／ Email： eileentsai@kpmg.com.tw 

登記部門（会社設立、ビザ取得等） 

李 美儀 

内線番号：02340 ／直通TEL：02 8758 9780 ／ Email： migilee@kpmg.com.tw 

日本人顧問 

奥野 雄助 

内線番号：14735 ／ 直通TEL：02 8758 9751 ／ Email： yusukeokuno@kpmg.com.tw  

石井 顕一 

内線番号：15359 ／ 直通TEL：02 8758 9926 ／ Email： kishii1@kpmg.com.tw  

 

mailto:johnnylee@kpmg.com.tw
mailto:slin1@kpmg.com.tw
mailto:eileentsai@kpmg.com.tw

	KPMG Taiwan Newsletter
	KPMG Taiwan Newsletter 2016-07

