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1.

歳入規則

(1)

納税者管理プログラム対象者および認定輸
入業者・認定通関業者への電子申告納税の
義務化

フ ィ リ ピ ン の 内 国 歳 入 庁 （ Bureau of Internal
Revenue：以下「BIR」）は、納税者管理プログラム
（Taxpayer Account Management Program）の対
象である納税者および認定輸入業者・認定通関業
者は、 電 子申 告納税シ ス テ ム（ Electronic Filing
and Payment System：以下「eFPS」）を通じて申告
および納税を行わなければならないことを明らかに
した。eFPS の対象となる主要な納税者は下記のと
おりである。
1)

2)

納税者管理プログラムの対象納税者：所轄税
務署（Revenue District Office）に、当該所轄
地域における総徴収税額の 80％以上部分を
構成する納税者であると判断された主要な法
人納税者
輸入業者および通関業者：BIR が発行する輸
入業者通関証明書（BIR-Importer Clearance
Certificate：以下「BIR-ICC」）による認定を受
けたすべての認定輸入業者および BIR が発
行する通関業者通関証明書（BIR-Customs
Broker Clearance Certificate：以下
「BIR-BCC」）による認定を受けたすべての認
定通関業者（共に個人、パートナーシップ、法
人、協同組合（cooperative）または協会
（association）であるかを問わない）ならびに

輸入を予定し、BIR-ICC および BIR-ICC の取
得を要する輸入業者。
今回 eFPS の対象となった納税者は、2015 年 1 月
1 日または歳入規則（Revenue Regulation）No.
10-2014 の一般紙への掲載後 15 日が経過した日
のいずれか遅い方の日から eFPS の使用を開始し
なければならない。
（2014 年 12 月 10 日付歳入規則 No. 10-2014）
（注：歳入規則 No. 10-2014 は 2014 年 12 月 11 日に発表
され、2014 年 12 月 16 日に発効した。）

2.

内国歳入庁の判断

(1)

経済特区庁（PEZA）登録企業から非居住者
法人への所得の支払いに係る VAT の取扱い

内国歳入法 Section 108 は、フィリピン国外法人が
フィリピン国内で提供するサービスに対して支払わ
れ る 使 用 料 お よ び 報 酬 は 付 加 価 値 税 （ Value
Added Tax：以下「VAT」）の対象であると規定してい
る。非居住者への支払に係る VAT は「転嫁（passed
on）VAT」として取り扱われ、フィリピン居住者である
源泉徴収義務者が、BIR の書式 No. 1600 を使って
支払額から源泉徴収し、納税する。
しかし、今回、非居住者であるフィリピン国外法人か
らフィリピン国内で技術ノウハウおよび、またはサー
ビスを受領した企業が、フィリピン経済特区庁
（Philippine Economic Zone Authority：以下「経済
特区庁」）に登録済みの企業の場合には、当該サー
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ビス受領企業に VAT は課税されないとする判断が
下 さ れ た 。 BIR は 、 「 内 国 歳 入 庁 長 官
（Commissioner of Internal Revenue：以下「CIR」）
対 Seagate Technology（2005 年 2 月 11 日付 GR
153866）」訴訟の判決を引用し、経済特区庁に居住
者源泉徴収義務者として登録され、経済特区内で
事業を行う企業は、共和国法（Republic Act）No.
7916（経済特区庁法）により内国歳入法の適用が
免除されるため、VAT を負担することはできないと
いう見解を示した。また、経済特区は独立した通関
地域であるため、みなし国外地域（legal fiction of
foreign territory）として取り扱われるという見解も示
した。VAT のクロスボーダー原則は、課税当局の管
轄区域外の消費を目的とする物品の原価には VAT
が含まれていてはならないと定めている。
歳入規則 7916 に基づき VAT が非課税となる取引
は、実質的には VAT がゼロ税率となる。BIR は、非
居住者である国外サービス提供者にゼロ税率は適
用されないが、内国歳入法 Section 109（K）に定め
る非課税取引に関する規定は適用されるとした。し
たがって、経済特区庁登録企業が非居住者である
国外法人に支払うサービスへの対価および使用料
に VAT は課税されない。
（BIR 国際税務部の決定 No. 311-14（2014 年 11 月 4 日
付）および No.316-14（2014 年 11 月 24 日付））

(2)

ソフトウエア支払の所得区分：事業所得とみな
される

非居住者国外法人へのコンピューターソフトウエア
の対価の支払は、当該ソフトウエアに関連する取引
の性質に基づき、事業所得または使用料として取り
扱われる。
歳入覚書回覧（Revenue Memorandum Circular）
44-2005 は、ソフトウエアを取得した者が何の権利
も取得しなかった（またはわずかな権利しか取得し
なかった）場合で、当該取引にサービスもしくはノウ
ハウの提供が含まれていない場合、当該ソフトウエ
アのコピーの譲渡は単なる著作物の譲渡とみなさ
れ、譲渡対価は事業所得として取り扱われると定め
ている。
今般、BIR は、国内法人が非居住者国外法人と締
結したライセンス契約の中で、独占的コンピューター
ソフトウエア（proprietary computer software）の使
用を許諾する、譲渡不可かつ非独占的な永久ライ
センスのみを供与されている場合、その対価の支払
は、ソフトウエアのコピーのみがその使用を目的とし
て譲渡され、所有権の移転がない場合は事業所得

として取り扱われることがあるとする判断を示した。
したがって、そのような対価の支払は、フィリピンで
は、非居住者国外法人が恒久的施設（permanent
establishment：以下「PE」）を通じてフィリピン国内
で事業を行っている場合のみ、事業所得として課税
される。
本件においては、フィリピンでサービス提供が行わ
れていないため、非居住者国外法人は、当該サー
ビスに対する支払が帰属する PE を有していないと
みなされ、当該支払に所得税は課税されないとする
判断が示された。
（BIR 国際税務部の決定 No. 312-14（2014 年 11 月 4 日
付）および No.314-14（2014 年 11 月 11 日付））

3.

控訴裁判所の判決

(1)

売上 VAT がゼロ税率の資本財に係る仕入
VAT の取扱い

内国歳入法 Section 110（A）（2）によると、資本財
（所得税法上、償却資産とみなされる）の購入また
は輸入を行い、VAT 額を除くその取得総額が一月
（暦年ベース）100 万ペソを超過する場合、取得に係
る仕入 VAT は、60 カ月または当該資本財の耐用年
数のいずれか短い方の期間にわたって等分に、売
上 VAT から毎月控除される。この規定（資本財に係
る仕入 VAT の税額控除規定）は、VAT 課税対象と
なる販売取引（VAT がゼロ税率の販売取引を含む）
に関連する仕入 VAT に適用される。
本件において、納税者は、売上 VAT がゼロ税率の
販売取引に直接関連する資本財の購入および輸入
に係る仕入 VAT の還付を申請していたが、輸入資
本財については当該規定に基づく仕入 VAT 税額控
除を行っていなかった。本件納税者は、「資本財に
係る仕入 VAT の税額控除規定」は、仕入 VAT が売
上 VAT から税額控除される場合のみ適用されるとし、
VAT 税率がゼロ税率の販売取引では、仕入 VAT を
税額控除できる売上 VAT が発生しないため、当該
規定は適用されないと主張していた。
これに対し、控訴裁判所（Court of Tax Appeals：以
下「CTA」）は、「資本財に係る仕入 VAT の税額控除
規定」は資本財に係るすべての仕入 VAT に適用さ
れ、当該仕入 VAT は、VAT 課税対象である取引
（VAT 税率がゼロまたは 12％であるかを問わない）
の売上 VAT から税額控除されるという判断を下した。
また、VAT 課税対象販売および VAT がゼロ税率の
販売は共に VAT 課税対象取引であり、その相違は
適用される VAT 税率（12％かゼロか）に過ぎないと
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指摘するとともに、VAT がゼロ税率の販売取引では
売上 VAT が発生しないため、ある課税期間（四半期）
に、VAT がゼロ税率の販売取引に関連して発生し
た、仕入 VAT 税額控除額は、内国歳入法 Section
110（B）および Section 112（A）に基づき、仕入 VAT
税額控除限度超過額として還付もしくは税額控除証
明書（TCC）の対象となるという見解を示した。
また、「資本財に係る仕入 VAT の税額控除規定」が、
販売取引が行われた課税期間（四半期）の末日後 2
年を経過した後の還付申請を実質的に認めている
ため、2 年以内に還付または税額控除の申請を行う
よう定める内国歳入法 Section 112（A）とは矛盾す
るのではないかという問題についても争われていた
が、これに対して CTA は、「資本財に係る仕入 VAT
の税額控除規定」に基づく仕入 VAT 税額控除は、
単に税額控除の時期を遅らせるだけであり、税額控
除または還付の申請時期を遅らせるものではない
とし、VAT 登録納税者は、販売が行われた課税期
間（四半期）の末日後 2 年以内に申請を行えば、仕
入 VAT を税額控除する権利をはく奪されることはな
いという見解を示した。したがって、100 万ペソを超
える償却後の資本財に係る仕入 VAT の控除限度額
超過部分については、既に納税者が売上 VAT から
控除した額についてのみ、還付申請を行うことがで
きるとする判断を下した。
（2014 年 12 月 16 日付「CIR 対 Northwind Power
Development Corporation；CTA EB No. 1037 および No.
1042 re CTA Case No. 8119」ならびに 2014 年 12 月 16
日付「Taganito Mining Corporation 対 CIR；CTA EB No.
935 および 936 re CTA Case No. 8090」）

(2)

グループ内貸付に係る VAT の取扱い

する関連者への金銭供与は、報酬等を対価とする
サービス形態の一種であり、内国歳入法 Section
108 に基づき、VAT の課税対象となる。
さらに CTA は全員一致で、利益が実現されるか否
かは無関係であると指摘し、報酬等を対価として財
務支援・サービスが行われている場合、当該支援・
サービスは VAT の対象となるという判断を下した。
（2014 年 12 月 4 日付「Waterfront Philippines, Inc.対
CIR；CTA EB Case No. 1070 re CTA Case No. 8024」）

(3)

内国歳入法 Section 108（B）（2）によると、国外法
人へのサービス提供にゼロ税率の VAT が適用され
るためには、当該サービスを提供する VAT 登録済
みの納税者が以下について証明しなければならな
い。
(a)

当該サービスが物品の加工、製造、再包装以
外のサービスである

(b)

フ ィ リ ピ ン 中 央 銀 行 （ Bangko Sentral ng
Pilipinas）の規定に定められている外国通貨
により対価が支払われる

(c)

サービスの受領者がフィリピン国外で事業を
行っている

本件において還付申請を行った納税者は地域統括
会社（regional operating headquarters）であった
が、サービスを受領した非居住者国外法人がフィリ
ピン国外で事業を行っていることを証明するために、
以下の書類を証拠書類として提出した。
(a)

証券取引委員会（Securities and Exchange
Commission：以下「SEC」）が発行する「法
人・パートナーシップ登録未済証明書
（Certificate of Non-Registration of
Corporation／Partnership）」

(b)

国外法人の居住国の政府機関が発行し、最
寄りのフィリピン領事館から認証された証明書

(c)

グループ内サービス契約書

(d)

当該国外法人の株主一覧

国内法人からその関連者への貸付に係る利子所得
は VAT の課税対象となる。
CTA は裁判官が全員一致で、関連者への貸付供与
は、内国歳入法 Section 108 の「サービスの販売ま
たは交換」の定義に含まれるとする判断を下した。
Section 108 は「サービスの販売または交換」を「報
酬等を対価として他者のために行うすべての種類
のサービスの実施」と定義している。
CTA は、COMASERCO（GR 125355）訴訟および
Diaz（GR 193007）訴訟における最高裁判所の判
決を引用し、全員一致で「報酬等を対価として提供
されるサービスの一種であると推定されるすべての
行為は、内国歳入法 Section 108 の『サービスの販
売または交換』の定義に含まれると解釈すべきであ
る」という判断を示した。これにより、利払いの発生

フィリピン国外で事業を行っていることの証明

CTA は、これらの書類だけでは当該納税者のサー
ビス提供先がフィリピン国外で事業を行う非居住者
国外法人であることを証明するには不十分であると
いう判断を示した。CTA は、SEC が発行する「法人・
パートナーシップ登録未済証明書」により、当該国
外法人がフィリピンで登録されている法人・パートナ
ーシップではないことは証明されるが、当該法人が
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フィリピン国外で事業を行う非居住者国外法人であ
ることを証明することにはならないとした。同様に、
グループ内サービス契約書は、納税者のサービス
提供先である顧客の名称の証明にはなるが、当該
顧客がフィリピン国外で事業を行う非居住者国外法
人である証明にはならないとした。さらに、当該国外
法人の定款および登録・設立証明書（Certificates
of Registration／Incorporation）は単に当該国外
法人が国外で設立されたことを証明するに過ぎず、
フィリピン国内で事業を行っていないことの証明に
はならないという判断を示した。

過去のニュースレター

CTA は、フィリピン国外で事業を行う非居住者国外
法人であるとみなされるためには、少なくとも SEC
が発行する「法人・パートナーシップ登録未済証明
書」および「国外で設立・登録されたことの証明書・
定款（Certificate／Articles of Foreign
Incorporation／Association／Registration）（国外
設立・登録証明書）」の両方を提示しなければならな
いとした。したがって、当該地域統括会社が提供す
るサービスについては、「法人・パートナーシップ登
録未済証明書」および「国外設立・登録証明書」の
両方を有するものについてのみ、VAT 還付の申請
において、ゼロ税率の取引として取り扱うことが認
められる。

hhanaoka@deloitte.com

過去に発行されたニュースレターは、
下記のウェブサイトをご覧ください。

www.deloitte.com/jp/tax/nl/ao
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