
2016年度より適用となった企業会計準則公報（ＥＡＳ）とその関連法令の修正に合わせ、また、税務実務への
対応及び作業の簡略化のため、財政部では2017年1月3日に「営利事業所得税監査準則」の修正を公布しま
した(台財税字第10504039070号) 。

今回の修正要点は以下の通りです。

 企業会計準則に応じた関連規定の改正

 関連法令の制定・修正及び財政部より公布された解釈通達に応じた関連規定の改正

 争議の減少及び利便性を考量し、簡略化のために関連規定を改正

 未査定の営利事業所得税確定申告案件は改正後の規定を適用

一、 企業会計準則に応じた関連規定の改正要点
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第2条 営利事業者向けの財務諸表の作成根拠（企業会計準則を含む）の追加

第24条
企業会計準則に規定する工事損益の計算方法に応じて原価回収基準を追加した。ま
た、企業会計準則の初度適用時点において、建設途中の未完成工事の工事損益の
計算には、従来の方法を採用する必要があるとの規定を定めた。

第36-2条

企業会計準則に応じて営利事業のファイナンスリースの認定及び会計処理を改正した。
また、資産のセール・アンド・リースバックの会計処理に関する規定も改正した。
国際財務報告準則又は企業会計準則の初度適用時点において、満期未到来のリー
ス契約について、再分類の必要はなく、従来の方法により会計処理を行うことを定めた。

第95条 重要性がある検査費用の資産計上及び認識中止に関する規定の追加

第104条
営利事業者が企業会計準則の初度適用により資産を他の種類の資産へ振り替える
場合でも、減価償却費は従来の資産種類に基づいて計上する必要があるとの規定を
定めた。

第111条
営利事業者の企業会計準則の適用及び金融監督管理委員会より公布された国際財
務報告準則バージョンの変更に応じて、企業会計準則初度適用時の差異の取扱に関
する但書関連文言を追加した。
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二、 関連法令の制定・修正及び財政部より公布された解釈通達に応じる関連規定の改正要点
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第24-1条
営利事業者が材料調達を含んだ請負工事により建物を委託建設し予約販売を行
う場合の、工事進行基準に基づく損益計算を削除した。

第32条

所得税法第4条の4及び第4条の5に規定する房地合一課税に応じて、土地売却
益の所得税免除範囲を修正した。また、税務機関が調査により入手した時価を家
屋の販売価格の根拠とすること及び土地と家屋の時価参考資料とすることを明確
に定めた。

第71条
営利事業者が労働基準法の規定に従い見積要給付額まで拠出した労働者退職
基金を全額損金認定するとの規定を追加した。

第79条 損金算入が認められる贈与として「災害防救法」における贈与を追加した。

第82条 水道・光熱代の原始証憑を統一発票とする規定を追加した。

第83条
営利事業者が従業員のために加入した団体保険に関して、従業員1人当たり一
定額まで認められる損金算入且つ給与所得不算入とされる保険の種類に「団体
年金保険料」を追加した。

第88条
財政部による2015年台財税10404525720号通達に対応して、従業員給与所得に
算入しない食事代の上限額をNT$2,400とする。

第90条
房地合一課税の新制度が適用される土地を売却する場合、土地税法に基づき納
付する土地の付加価値税（増値税）は原価費用又は損失に計上することができな
いとした。

第99条
産業高度化促進条例の廃止に応じて、海外投資損失引当金に関する規定を削除
した。



©2017 KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent 
firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no services to clients. No member firm has any authority to 
obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such 
authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

3

三、 争議の減少及び利便性のための関連規定の改正要点

四、 未査定の営利事業所得税確定申告案件は改正後の規定を適用

賦税署プレスリリースによると、従業員1人当たり一定額まで認められる損金算入且つ給与所得不算入とさ
れる保険に追加された「団体年金保険料」の規定について、営利事業者は2016年度所得税確定申告時よ
り適用することが出来ます。

また今回、簡略化のため固定資産の耐用年数を変更する際の申請は不要とされました。

今回の修正内容について、財政部賦税署ウェブサイト（http://www.dot.gov.tw）の「賦税法規サービス」より
確認することも可能です。
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第116条
本監査準則第74条第3号第2目、第86条、第95条第2号及び第97条の施行時に、
未査定の確定申告案件については修正後の規定を適用する。

第74条
従業員の出張手当（食費・宿泊費・雑費）で標準額を超えた分は給与所得に属し、
所定の様式により記載し、管轄税務機関に申告しなければならないと定めた。ま
た、海外出張に係る搭乗券の紛失の代替証明書類を改正した。

第86条
営利事業者の投資税額控除の適用とならない研究開発費を含めて、研究開発費
の定義を改正した。また、その他法律に合わせて加速減価償却を適用する設備
の範囲を追加した。

第95条

固定資産の耐用年数の変更について、税務機関への申請（許可の取得）の必要
がないこと及び乗用車の減価償却限度額の計算式を定めた。また、固定資産廃
棄損について、公認会計士の監査報告又は年度所得税監査報告書を廃棄損の
証明とする場合、関連資料を証明として添付しなければならないことを定めた。

第97条

所得税法第68条の規定により、中間納付法人税の追納のために加算した利息、
税金徴収法第48条の1の規定により過少税額の自発的追加申告・納付のために
加算した利息、及び各種税法の規定により加算した滞納利息を、支払利息として
損金計上することが出来ると改正した。

第101-1条
商品の廃棄損について、公認会計士の監査報告又は年度所得税監査報告書を
廃棄損の証明とする場合、関連資料を証明として添付しなければならないことを
定めた。
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