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台湾財政部による移転価格監査準則改正(草案)の公布

August 2017   |  Issue No. 6 KPMG Global Japanese Practice (TW)

国際間の租税回避対策税制に合わせ、課税情報の透明

度の向上のために、台湾財政部は2017年7月27日に「営利

事業所得税非独立企業間移転価格監査準則」 （以下「TP

監査準則」 ）の一部条文改正(草案)を公表しました。同改

正案では、経済協力開発機構 （以下「OECD」） の税源浸

食と利益移転（以下「BEPS」）行動計画13に基づく移転価

格文書化の三層構造を導入しています。2017年度営利事

業所得税確定申告案件から適用が開始される予定です。

移転価格文書化の三層構造に関する主な改正方向は以

下の通りです。

− 独立企業原則に適合しない関連者取引を利用した台

湾の税負担回避の可能性の有無に対する税務当局の

評価に資するために、提出義務者、提出期限、構成会

社及び内容等を含む国別報告書（County-by-Country

Report、以下「CBCR」） の関連規定を追加制定する。

（改正条文第22条の1）

− マスターファイル（Master File、以下「MF」）の関連規定

を追加制定する。提出義務者、提出期限及び報告書の

内容等が含まれる。（改正条文第22条21条の1 ）

− 前述の追加規定に合わせ、多国籍企業グループの構

成会社である台湾法人が国別報告書の提出義務者で

ある最終親会社及び代理親会社の資料を開示しなけ

ればならない規定を追加制定する。（改正条文第21条）

− BEPS行動計画13 における「ローカルファイル（Local

File）」の規定を参照に、台湾移転価格報告書に含むべ

き内容を修正する。（改正条文第22条）

「TP監査準則」の一部改正条文の主な内容は次の通り

です。

Augst 2017 , No. 06   |   KPMG Global Japanese Practice (Taiwan firm)



© 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

2

Aug 2017   |  Issue No. 6

国別報告書（CBCR）

規定に基づきグループの当年度国別報告書を作成又は提出

する義務がある構成会社

− 台湾系企業の最終親会社

多国籍企業グループの最終親会社である台湾国内法人

− 外国系企業の台湾関連者

次のいずれか一つに該当し、最終親会社が国外にある多

国籍企業グループの構成会社である台湾国内法人：

• 最終親会社の居住地国又は地域の法令によって国別報

告書を提出する義務がない。

• 最終親会社は居住地国又は地域にて国別報告書を提

出する義務があるものの、国別報告書の提出期限前に

当該国又は地域と台湾の間で国別報告書の情報交換に

関する協定が締結されていない。

• 最終親会社が居住地国又は地域にて国別報告書を提

出する義務があり、且つ当該国又は地域と台湾の間で

国別報告書の情報交換に関する協定が締結されたもの

の、税務機関が関連する協定に基づき国別報告書を実

際に入手できない。

台湾における多国籍企業グループの構成会社が複数である

場合には、これらの会社を代表する1社による提出を指定する

ことができます。この場合、当該会社及びその他構成会社の

所在地の税務当局へ通知する必要があります。

多国籍企業グループは代理親会社により国別報告書を提出し

た場合、台湾での構成会社による国別報告書提出義務が免除

される。

多国籍企業グループが構成会社のうち1社を国別報告書の

提出を代行する最終親会社の代理（以下、「代理親会社」）とし

て指定した場合、当該会社が台湾国外にあり、且つ下記の規

定を満たした場合、その台湾での構成会社による所在地の税

務当局への国別報告書の提出は不要となります。

• 代理親会社の居在地国又は地域が当該グループの国別

報告書の提出を求めた場合。

• 前項の居住地国又は地域は、国別報告書の提出期限前

に台湾と国別報告書の情報交換に関する協定を締結し

ており、かつ税務当局は当該協定に基づき国別報告書を

入手することができる場合。

• 第21条規定（税務監査報告書開示規定）に基づき当該グ

ループの最終親会社及び代理親会社の関連情報を開示

した場合。

最終親会社

下記の要件を満たす多国籍企業グループの構成会社を指

します。

• 当該グループのその他構成会社の一定持分を直接又は

間接に所有しており、居住地国及び地域の財務報告の作

成にあたって採用する一般的な会計原則の規定において

連結財務諸表を作成する必要があるもの、又はその株式

が居住地国及び地域の公開証券取引市場にて取引され

ており、公開証券取引市場での取引に関して遵守すべき

財務報告作成規定に基づき連結財務諸表を作成する必

要があるもの。

• 前項の規定を満たす株式が当該グループのその他構成

会社に直接又は間接に所有されているという状況がない

もの。

KPMGの見解

多国籍企業グループは早期にCBCRを提出する会社を

確定する必要があります。特に外国系企業の台湾関連者

は、台湾税務当局への提出要否を判断するために、

CBCRを提出する会社の居住地国が台湾と租税協定又は

その他税務情報交換協定を締結しているか否かを調査し

なければなりません。
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国別報告書の提出に関する規定

KPMGの見解

CBCRの提出義務の免除規定は、OECDが勧めた7.5億

ユーロをＮＴドルへ換算した額を参照とすると予測されま

す。また、報告事項の項目及び構成会社の範囲に対する

要求はOECDの勧告及び国際間の趨勢と一致しています。

また、資料は表の形式でe-Taxにより提出すると見込まれ

ます。企業は早期に対応の準備をしておく必要があると考

えられます。

税務申告書における国別報告書の関連資料の開示

− 対象者

多国籍企業グループの構成会社

− 期限

営利事業所得税確定申告時

− 開示内容

最終親会社、又は国別報告書の提出を代行する代理親会

社である構成会社の関連情報。

情報交換制度

租税協定又は租税情報交換協定に基づき税務当局が国別報

告書を入手できるかを企業が必ずしも知り得るとは限らないた

め、財政部はCBCRの提出期限前に情報交換制度により情報

を受けることができない国又は地域を公表します。

KPMGの見解

多国籍企業グループの構成会社は、確定申告時（12月

決算の会社であれば、翌年の5月まで）にCBCRを提出す

る構成会社の関連情報を開示する義務があります。

国別報告書の構成会社

以下の何れか一つを満たす会社を指します。

• 最終親会社の居住地国又は地域の法令或いは財務報

告の作成にあたって採用する一般的な会計原則の規定

に基づき、連結財務諸表の連結範囲に含めなければな

らない営利事業者

• 前項の連結財務諸表の範囲に含まれていないものの、

最終親会社の株式が居住地国又は地域の公開証券取

引市場にて取引され、公開証券取引市場での取引に関

して遵守すべき財務報告作成規定に基づき連結財務諸

表の連結範囲に含めなければならない営利事業者

• 規模の重要性を理由として前二項の連結財務諸表の連

結範囲から除外される営利事業者

• 財務報告作成、法令、税務申告又は内部管理の目的で

財務諸表を独立して作成する必要がある前三項のいず

れかに該当する営利事業者の恒久的施設

項目 説明

期限 会計年度終了日から1年内

免除

規定

多国籍企業グループの直前会計年度の連結総

収入金額が財政部が規定する基準を満たしてい

ない場合、国別報告書の提出が免除される。

提出

方法

財政部が規定する様式にて、「e-Tax」（電子情報

処理組織を使用する方法）により税務当局へ提

出する

内容

特定多国籍企業グループの構成会社の事業が

行われる国又は地域ごとの

• 収入金額、税引前当期利益の額、納付済税額

及び未払法人所得税、登録済み資本金、利益

剰余金、従業員数及び有形資産（現金又は現

金等価物を除く）合計額。

• 構成会社の名称、構成会社の居住地国又は設

立された国・地域の名称、及び構成会社の主た

る事業の内容。主たる事業には、研究開発、知

的財産権の保有又は管理、購買、製造、販売、

マーケティング、内部管理又は支援サービス、

非関係者に対するサービス提供、内部のグ

ループファイナンス、内部のグループファイナン

ス、制限を受ける金融サービス、保険、株式又

はその他持分商品の保有、休眠等が含まれ

る。

内容

• 特定多国籍企業グループの構成会社が上記

以外の活動を行う場合、当該活動の性質の説

明。

提出

期限

税務当局が、租税条約等に基づく情報交換制度

によりCBCR関連情報の提出を受けることができ

ない場合、当該多国籍企業グループの台湾での

構成会社は、税務当局による通知の送達日から

1ヶ月以内に国別報告書を提出しなければならな

い。特別な事由により規定期間内で提出できな

い場合、提出期限を1ヶ月延長することができる。



© 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

4

Aug 2017   |  Issue No. 6

対象 多国籍企業グループの構成会社である中華民国国内営利事業者

作成期限 所得税確定申告時

提出期限 会計年度終了日から1年内

免除規定
多国籍企業グループに所属する前年度の連結総収入金額が財政部が規定する基準に達していない場合、規

定により免除することが出来る。

言語

中国語で作成しなければならない。MFが外国語の場合、中国語訳を添付しなければならない。中国語訳提出

期限の延期の承認を申請することができるが、最長で1個月を超えることは出来ない。但し税務当局の許可を

受けた場合、英語版を提出することが出来る。

内容

多国籍企業グループの経営状況、無形資産、内部の資金調達及び財務、税務等資料を含まなければならない。

− 組織構造：多国籍企業グループの法律及び従属又は支配関係構造図とその構成会社の所在地。

− 経営状況：

• 営業利益に影響を及ぼす重要な要素。

• グループの収入売上5位までの製品・サービスと収益の5％超を占める製品・サービスのサプライチェー

ン及び主要な市場についての説明。

• 構成会社の相互間の研究と発展以外の重要なサービスの手配リスト及び概要の説明。重要なサービス

拠点におけるサービス提供能力の説明、サービス原価の配分及びグループ内部のサービス価格の移

転価格方針決定。

• 各構成会社が行うグループ価値の創出において果たす「主たる機能」、「負担する重要なリスク」、「使用

する重要な資産」、その他「主要な役割」の概要。

• 当年度の事業上の重要な組織再編、合併、分割事業譲渡等の概要

− 多国籍企業グループの無形資産：

• 無形資産の研究開発、所有権の帰属及び使用に関する包括的な戦略の概要、研究開発に供する施設

の所在地、研究開発を管理する場所の所在地

• 当該グループが有し、且つその移転価格に対し重要な影響を及ぼす無形資産及び法律上の所有権者

リスト。

• 無形資産に関連する構成会社間の重要な取り決め又は契約リスト。費用負担に関する取り決め、主要

な研究サービス及び授権契約を含む。

• 研究発展及び無形資産のグループ移転価格方針に関する概要。

• 当年度の構成会社間の無形資産の重要な権益の移転取引に関する概要。包括取引に参与する構成

会社、その所在国家又は地区及び譲渡の代価を含む。

− 多国籍企業グループ内の金融取引：

• 多国籍企業グループ内の資金調達の概要（グループ外からの重要な調達も含む）。

• グループ内において中心的な金融機能を果たす構成会社の資料。法に基づく設立及び実際の管理場

所の所在地の国家又は地区を含む。

• 当該グループ構成会社間の資金調達に係る移転価格方針の概要。

グループマスターファイル報告(MF)
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KPMGの見解

CBCRは税務情報交換制度により各国の税務当局に提出することができますが、MFは各国の国税局が通常、一定期限内又

は調査時に個別提出するよう現地法人に要請します。また、各国のMFに対する移転価格代替書類の作成基準についても異

なっています。

台湾では、会計年度終了までに資格を満たした者は提出する必要があります。また、報告書が外国語である場合、中国語訳

本の提出が必要となります。会社に影響を与える範囲については、財政部が今後公布する移転価格代替書類の作成基準によ

ります。

MFはグループの観点に基づくものであり、無形資産及びバリュー･チェーン等の複雑な移転価格関連議題に関係します。多国

企業はMFに開示する資料がその他移転価格報告書及び調査過程における国税局への説明主張と一致しているか否かを確認

する必要があります。
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内容

− 多国籍企業グループの財務及び税務状況：

• 当該グループが財務報告、監督、内部管理、税務又はその他目的により作成した当年度連結財務諸表。

• 当該グループが現行のユニラテラルAPA及びその他多国に渡る所得を分配する場合の事前確認申請

リスト及び概要。

グループマスターファイル報告(MF)

− 関連者取引カテゴリーごとの他方取引者の所属国又は地

域によるそれぞれの取引金額の記載

− 締結された重要な関連者間契約書のコピー

関連者取引の分析

− 関連者取引の各参加者の機能及びリスク分析、当年度及

び前年度の異動分析を含む。

− 関連者取引に関連する既存のユニラテラルAPA及び国家

間の所得配分に関するその他の税務ルーリングのコピー

罰則

営利事業者が規定に基づき、書類又はその所得額に係る資

料、書類を提出又は提示していない場合、税務当局は税金徴

収法第46条の規定に基づき処理することができる。

税金徴収法第46条「税務当局又は財政部賦税署が指定する

調査官の調査を拒絶する、又は課税資料・書類の提示を拒否

する場合、NT$3,000以上NT$30,000以下の過料を処する。」

移転価格報告書

OECD行動計画13でのローカルファイルの内容に対する提言

に応じて、「TP監査準則」 の条文改正(草案)に基づき、将来の

台湾移転価格報告書内容はOECDの内容とほぼ一致すると考

えられます。新規定では以下の内容について報告書への追加

が要請されています。

企業概況

対象事業体が採用する事業戦略の詳細な説明、産業及び経

済状況の分析、主要な競合他社、当年度又は前年度において

企業の関与した事業再編又は無形資産譲渡に関する説明及

び対象事業体に影響を与えた取引の説明

企業グループの組織図及び管理構造

経営ストラクチャー及び組織構造図、経営報告先となる者及び

当該者の主要事務所の所在国又は地域の情報に係る説明等

を含む。

関連者取引のまとめ資料：開示すべき資料のより明確な記載

− 主要な取引類型の説明及び背景

− 関連者取引カテゴリーごとの参加者及び相互間の関係
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期限
台湾系企業

（最終親会社が台湾にある）

外国系企業

（最終親会社が海外にある）

国別

報告書

早期に 2016年度の資料に基づき所属グループが

提出規定に適用するか否かを評価する。

2016年度の資料に基づき所属グループが

提出規定に適用するか否かを評価する。

翌年度確定申告時 グループ企業の税務申告に係る資料又は

各国のCBCR Notificationに開示するため、

最終親会社又は代理親会社の情報をグ

ループ企業へ提出する。

グループの最終親会社又は代理親会社

を確認し、税務申告に係る資料に開示す

るため提出する。

会計年度終了後の

1年以内

規定に適合する場合、2017年度の資料に

基づき国別報告書を用意する。

台湾企業が国別報告書の提出規定に適

合する場合、報告書の出所及び提出スケ

ジュールを確認する。

グループ

マスター

ファイル

早期に 台湾及びその他国家の条件に基づき報告

書を作成する必要性を評価する。

台湾の規定の基づき報告書の作成及び

提出の必要性を評価する。

翌年度確定申告時

に備え置く、会計年

度終了後の1年以

内

条件規定に適合する場合、グループ本社

が報告書を作成することが適切であると考

えられる。その他の国家のMFの用意又は

提出規定にも適合する場合、その他の国

家の期限及び許容言語に留意する必要が

ある。

台湾企業が要求に適合する場合、グルー

プに報告書の出所及び提出スケジュール

を確認するほか、当該報告書に記載する

立場と台湾移転価格報告書の内容の一

貫性を確認する。報告書の言語に外国語

を使用する場合、中国語訳を用意する必

要がある。

移転価格

報告書

翌年度確定申告時

に備え置く

台湾移転価格報告書の内容が新規定に適

合するか否かを確認する。

台湾移転価格報告書の内容が新規定に

適合するか否かを確認する。

KPMGの見解

本改正草案の方向性は国際的動向及び大方の予想通りで、

追加される報告内容はOECD BEPS行動計画13に基づく移転価

格文書化の三層構造の内容とほぼ一致しています。但し、企業

に対する具体的な影響の範囲は、財政部公表予定の免除基準

によります。

将来、多国籍企業の税務情報の透明性が高まることにより、

税務当局はグループの持分構成、利益配置、実質の運営及び

納税状況を把握するため、グループ移転価格の調査リスクが増

加します。また、会社はその他の租税回避措置による影響に留

意する（例えば、被支配外国法人（CFC）及び実際管理場所

（PEM）に係る条項）必要があります。税務当局はより多くの情報

を入手し、相互比較により、海外会社がCFC又はPEMに該当す

るかについてより一歩進んだ調査をすることができます。

これらを鑑みて、多国籍事業は各国税局へ提出する資料に記

載する立場の一貫性に特に留意する必要があります。

新たな移転価格代替書類が2017会計年度より適用されるこ

とを見込み、企業は直ちに発生する可能性のある影響を評価

し、対応方針を策定する必要があると考えられます。企業が取

るべき行動を以下の通りまとめています。
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