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台北国税局による駐在員事務所への税務調査の実施

一般的に、外国会社は台湾で実施する営業活動の程

度や種類により、各種形態の実体を選択し設立すると

考えられます。営業活動の目的により、子会社、支店又

は駐在員事務所を含む実体が設立され、各実体はそれ

ぞれ異なる法令及び税法規定が適用されます。

最近の調査傾向によると、外国会社が設立した実体

が実施する営業活動は、税法上許可された範囲を超え

ていると台北国税局は見ています。税法遵守を確実に

するため、台北国税局では最近、駐在員事務所の付加

価値税(以下、営業税)申告義務に対する調査を実施し

ています。

駐在員事務所の営業活動及び税法遵守条件

会社法第386条では、「外国会社は、中華民国国内に

おいて支店を設けて営業する意向がないために、認可

の申請をしないまま駐在員を中華民国国内に派遣して

業務上の法律行為を行うときは、次の各号の事項を中

央主務機関に届け出て、登記申請をしなければならな

い。」と規定されています。このほか、経済部が2003年

に公布した解釈通達では、「法律行為」には契約締

結、入札、購買、見積及び価格交渉が含まれると明記

されています。

国税局の解釈通達第 7558643号及び第7586964号に

よると、駐在員事務所が外国会社のために従事する法

律行為が、購買、検収及び連絡窓口のみであり、対外

的な営業行為がない場合、駐在員事務所の受領する

資金は業務の運営資金と見なされ、営業税と所得税の

課徴範囲に属さないとされています。駐在員事務所は

税務当局へ営業税を申告する必要が無く、営利事業所

得税の徴収は免除されます。ただし、営業外収益があ

る場合は、法に基づき営利事業所得税の確定申告及

び納付を行う必要があります。

上述の規定により、駐在員事務所の職務権限は法律

行為の実施に限定され、且つ台湾で営業行為に従事す

ることはできません。また、税務当局は非営業行為の活

動とは購買、検収及び連絡窓口のみであるとしていま

す。

台北国税局の調査要点

台北国税局は、多くの駐在員事務所の活動範囲が購

買又は連絡窓口という基準を超えていること、外国会社

のために各種支援（例：マーケティング、バックオフィス

及び販売支援や顧客から提示された技術上の問題の

支援）を提供していることに注目しています。税務当局

はこれらの活動は駐在員事務所に許可された活動範

囲を超えており、潜在的な税負担及び法令遵守に係る

問題が生じていると考えています。
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− 外国会社が営業活動を実施する場合、台湾支店又

は子会社を設立しなければならない。

− 駐在員事務所が販売サービス等の営業行為に従事

する場合、その収益はサービス収益と見なし、営業

税及び営利事業所得税を納付しなければならない。

− 7年の査定期間中は、駐在員事務所による営業税及

び所得税の過少申告に対し、過料を科すことができ

る。

KPMGの見解

駐在員事務所は限定された機能のみを実施する場合、

営業税と営利事業所得税に影響を及ぼす問題は生じま

せん。営業税と営利事業所得税の申告が不要であるた

め、これまで税務当局は駐在員事務所の調査に着目し

ていませんでした。しかしながら他の税務調査を通して、

台北国税局は外国会社の駐在員事務所が台湾で実施

している機能が税法規定に適合していないことを発見

し、駐在員事務所の活動を調査要点とするようになって

います。

調査実務によると、台北国税局は以下の指標に基づ

き、調査対象を選定し、調査書を駐在員事務所に発行

し、実施活動に関する情報を収集します。

− 外国本社のビジネスモデル及び業種

− 駐在員事務所の従業員数

− 駐在員事務所が実施する活動

− 駐在員事務所が国外本社から受領する資金

− 外国会社の台湾での経営に関するその他公開情報

駐在員事務所が台北国税局の調査書を受領した時点

で、税務調査が正式に開始されます。税務当局は駐在

員事務所に税金の追加納付を要求し、法令違反の状況

がある場合は、過料を科すことが出来ます。税務調査に

備え、潜在的な税務リスクを回避するため、KPMGでは

以下の対応をお勧めします。

− 前述の調査対象選定指標に基づき、台湾で現在実

施している業務が駐在員事務所の範囲を超過してい

ないか確認する。

− 実施している活動が許可された範囲を超えている場

合、税法と法令遵守の観点から、現行の規定を満た

さない状況を改正することを検討する必要がある。

− すでに台北国税局の調査書を受領した場合、税務リ

スクを低減するため、質問への回答及び説明時の根

拠とする関連書類を準備する必要があると考えられ

ます。

KPMG 税務サービスチーム

運営長 許志文

パートナー 何嘉容

副総経理陳慧玲
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