
財政部が外部委託した「台湾配当所得の課税及び両税合一に関する検討」の期末報告審査

会が 2017年4月14日に開催されました。この検討による今後の税制改正が、日系企業の親会

社を含む国外投資家へ大きな影響を与える可能性があるため、その内容をご紹介いたします。

当該検討会は2015年1月1日から改正適用された配当所得に対する個人総合所得税上の取

扱いの変更（控除可能税額の半減及び個人総合所得税率（最高税率45%））に対して、過大な税

負担等の批判があったことに対応して実施されたものです。当該報告における改革に係る提案

の概略は以下の通りです。

一. 両税合一のみなし控除制度の取消（経過措置条項なし）。

二. 個人株主（居住者）の配当所得の総合申告制度を維持。計算方法は、分離課税計算と所得

総額への合算課税計算の二つ。両者のいずれにも配当控除税額制度あり。

（詳細は下記参照）

三. 営利事業所得税率を1～2%増加。

四. 留保利益に対する課税を継続。税率変更なし。
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＜所得税計算 二方案＞

 配当所得を分離課税計算し、総合所得税申告書に含めて申告する。

 総合所得税税率が5%-12%の時、配当税率は10%

 総合所得税税率が20%-30%の時、配当税率は20%

 総合所得税税率が40%以上の時、配当税率は30%

配当控除税額： 配当✕15%，上限NTD5万元

 配当所得を総合所得税額に合算し、申告する。

 現行の総合所得税に基づく税率

配当控除税額： 配当✕10%
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＜財政部の見解＞

財政部は当該研究報告審査会議の公表に対し、「今回の二案は国際税制の動向と異な

る。世界の多くの国々では、配当所得に対して一部免税法又は分離課税法を採用する方向

で進行している。当該案は配当所得税制の改革目標である有利な投資環境の構築及び経

済発展という目標とは相違がある」と表明しています。

また、一定額を減免した配当所得を総合所得総額に算入し所得税を計算する方法、又は

配当所得に25%の税率を適用する方法のいずれかを選択適用する「併用制度」を提示してい

ます。課税公平性、応能原則、国家財政、租税競争力及び徴収効率性をふまえて、中華民

国にとって最適な配当所得税制とするために、今後、産業界、政府、学界の更なる検討が必

要としています。

＜KPMGの見解＞

今回の議論において、台湾国内投資家の配当所得課税に関する課題や、国内株主に対

する配当所得課税適用税率の低減が議論されていますが、国外投資家の配当所得課税に

関しては言及されていません。前回の改正では、国内投資家に適用されていた「全額控除

計算制度」から半額の「部分控除計算制度」への改正と同時に、国外投資家の受取配当純

額に係る10%の留保金課税額の控除額も全額から半額へ修正されて、経過措置条項（法令

改正前の支払済留保金課税額に対する不遡及）もありませんでした。

シンガポールの法令を参考にした経過措置（一定年数内の配当の税額控除権の継続条

項）制定の可能性も考えられますが、「控除計算制度」が廃止された場合に国外投資家の控

除権利も同時に廃止され、国外株主の受取配当金に係る税負担が増加する可能性があり

ます。

国外株主は10%の留保金課税累計額の税額控除権を喪失する可能性がありますので、

国外株主を有する営利事業者は、当該税制改正の動向を注視するとともに、利益分配及び

増資等により、税制改正による影響を最小限とする検討が必要と思われます。
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