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Japanese Practice News

税制改革（草案）の内容及び影響

KPMG Global Japanese Practice (TW)

2017年9月1日に財政部が所得税法修正草案を
公表しました。この修正草案は今後行政院で審査
される予定です。修正の方向性及びポイントを説
明します。

所得税法改革の目的

- 両税合一の税額みなし控除の複雑さの解消

- 国内投資家の過大な配当金課税負担の解消

- 国内投資家と外国投資家との配当金税負担
の差異の解消

- 営利事業所得税（法人税）と未処分利益課税
の税率構造の調整

- 給与所得者及び中低所得者の税負担の軽減

営利事業所得税（法人税）

- 税率を17%から20%に引き上げ (*1)

- 未処分利益に対する追加所得税税率を10%か
ら5%に引き下げ (*2)

- 株主控除可能税額管理口座の取消 (*3)

- 個人事業主と組合事業者にパススルー課税を
導入（個人事業の事業者又は組合事業出資
者に営利事業所得税を課さず、総合所得税額
に直接合算） (*1)

居住者 (台湾国内個人投資家)の配当所得に対す
る課税 (*1)

- 両税合一の税額みなし控除制度の取消

- 二つの課税方式案が公表された

• A案「定率免税」：配当所得の37%を免税とし、
残りの63%を総合所得へ合算課税申告

• B案「総合所得へ合算後の一定額の税額控
除」と「分離課税計算」のいずれか有利な方
の選択適用：前者の税額控除額は配当額の
8.5%でNTD80,000を限度とする。後者の分離
課税計算の税率は26%とする。いずれか有利
な方を選択適用することができる。

非居住者(外資)の配当所得に対する課税
（台湾に居住していない個人及び本社が台湾以外
にある営利事業者）

- 配当送金時の源泉徴収税率を20%から21%に
引き上げ (*3)

- 未分配利益課税額の配当金源泉徴収税額か
らの控除の廃止 (*4)

総合所得税 (個人総合所得税) (*1)

- 総合所得税の最高税率45%が廃止され、最高
税率が40%となる

- 所得控除額の引き上げ：

• 基礎控除額をNTD90,000からNTD110,000に
引き上げ（配偶者がいる場合はその倍）

• 給与所得控除及び障害者控除を
NTD128,000からNTD180,000に引上げ
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*1 2019年に提出する2018年度の申告から適用

*2 2018年度利益の未処分額から適用

*3 2018年1月1日から適用

*4 2019年1月1日から適用
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KPMGの見解

国内法人からの受取配当金への課税の変更は
草案に含まれていないため、現行の営利事業所得
税計算における全額益金不算入が維持されると考
えられます。

未分配利益課税額の配当金源泉徴収税額から
の控除の廃止は2019年1月1日から適用予定のた
め、現時点で控除可能残高がある会社は2018年に
開催する2017年度利益処分の株主総会で配当決
議をする事で控除額の利用ができます。但し、利益
配当のために会社全体の資金繰を考慮する必要
があると考えられます。

営利事業所得税（法人税）の税率が引き上げられ
る点は各社に影響があります。海外親会社への配
当時の源泉税率が20%から21%に引上げられます
が、直接の親会社が日本法人の場合は、租税協
定の適用により、10%の上限税率が適用できます
ので租税協定適用のための必要な届出をすること
により引き上げの影響を受けません。
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