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歳入規則
(1)

非課税手当の対象範囲拡大

（ BIR-Importer Clearance Certificate ： 以 下
「BIR-ICC」）を取得する要件を免除すると発表し

フ ィ リ ピ ン 内 国 歳 入 庁 （ Bureau of Internal

た。

Revenue：以下「BIR」）は所得税が免除される非課
税手当の対象範囲を拡大し、従業員 1 人当たり 1

PEZA 企業の内どの企業が BIR-ICC 取得を免除さ

課税年度につき合計 10,000 ペソ以下の団体交渉

れるかを決めるに際し、関税局は PEZA に PEZA 登

協約（collective bargaining agreements）および生

録企業の認定リスト提出を要請することができる。

産性促進税制（productivity incentive scheme）に

また、PEZA 登録企業に関して PEZA が有する文書

基づく給付が非課税となった。

や情報の提出を要請することもできる。

非課税の取扱いを受けるには、団体交渉協約およ

フィリピンに物品を輸入する PEZA 登録企業は通関

び生産性促進税制に基づき従業員が受領する手当

手続に関する関連規則の中に規定されている文書

の総額が従業員 1 人当たり 1 課税年度につき

提出要件に従わなければならない。当該要件に従

10,000 ペソ以下でなくてはならない。（注：歳入規則

わなかった場合、修正フィリピン関税法および関連

1-2015 は 2015 年 1 月 6 日の公表と同時に発効し

する関税規則に定める罰則および罰金が課され

た。）

る。

（2015 年 1 月 5 日付歳入規則 No. 1-2015）

（2015 年 1 月 13 日付歳入覚書回覧 No. 4-2015）

(2)

輸入業者通関証明書取得が免除される
PEZA 登録企業

(3)

実質関連所得に係る源泉税の取扱い

フィリピン国内法人からフィリピン国内に支店事務所

BIR は、財務省令（Department of Finance：以下

を有するフィリピン国外本社への所得の支払は、当

「DOF」） Order）No. 107-2014 に関する回覧を発

該支払が当該支店事務所に実質的に関連する所

表 し 、 経 済 特 区 庁 （ Philippine Economic Zone

得（effectively connected income：以下「実質関連

Authority：以下「PEZA」）に登録されている企業が、

所得」）である場合、軽減税率の適用を受けることは

関税局（Bureau of Customs）の会計管理事務所

できない。ただし、当該所得を生んだ事業取引が支

（Account Management Office）への輸入者認定を

店事務所とは独立した別の取引から生じている場

申 請 す る 前 に BIR か ら 輸 入 業 者 通 関 証 明 書

合、当該所得は租税条約に基づく軽減税率の適用
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を受けられる可能性がある。

(4)

VAT 還付申請における不備のない書類の提
出

フィリピン税法 Section 28（B）（1）には、フィリピン国
内法人から日本居住者に配当が支払われた場合、

フィリピン税法 Section 112（C）によると、CIR は、

当該配当は 30％の税率で課税されると規定してい

VAT（Value Added Tax：付加価値税：以下「VAT」）

るが、一定の条件を満たす場合は日比租税条約に

がゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上に係る

基づき軽減税率の適用を受けられる場合がある。

未使用の仕入 VAT の還付・税額控除の申請を受理
または却下するかを、不備のない申請書類が提出

日比租税条約第 10 条第 2 項および第 3 項によると、
フィリピンで生じ、日本の居住者に支払われた配当
は一定の条件を満たす場合、10％または 15％の軽
減税率の適用を受けられる場合がある。しかし、非
居住者法人がフィリピン国内に恒久的施設
（Permanent Establishment：以下「PE」）を有し、当

された日から 120 日（当該 120 日期間）以内に決定
しなければならない。当該 120 日期間経過後も CIR
が還付・税額控除の申請に回答しなかった場合、救
済策として、納税者は 30 日以内に租税控訴裁判所
（Court of Tax Appeal：以下「CTA」）に提訴すること
が認められている。

該配当が PE（支店等）に実質的に関連している場
合、軽減税率は適用されない。

本件で VAT の還付を申請したのは、ニッケル・コバ
ルト混合硫化物の輸出品を製造する、法人税減免

本件において、配当受領者は日本法に基づき設立
されかつ事業を行うフィリピン国外法人で、フィリピ
ン国内に支店を有していた。この日本法人（フィリピ
ン非居住者法人）はフィリピン国内法人の株式を取
得かつ保有していたが、当該株式の取得および保

措置（income tax holiday）の対象である PEZA 登
録企業であった。当該企業は VAT がゼロ税率の売
上に関連する物品およびサービスの国内購入に係
る未使用仕入 VAT の還付を申請していた。

有はフィリピン支店を通さず行われ、フィリピン支店

BIR は、納税者は、修正歳入覚書施行令（Revenue

は当該フィリピン国内法人の株式を一切保有してい

Memorandum Order：以下「RMO」）No. 53-98 に

なかった。

定める VAT 還付申請時の書類提出要件に従ってい
なかったのだから還付申請は否認されるべきであり、

1989 年 9 月 14 日付の Marubeni Corporation 対
Commissioner of Internal Revenue（内国歳入庁
長官：以下「CIR」）GR 76573 によると、国外法人の

また、納税者の書類申請に不備があったために当
該 120 日期間はまだ経過していないのだから CTA
に提訴することはできないと主張していた。

事業が支店を通じて行われている場合は、「本人と
代理人との関係」に基づき、当該国外法人は当該

2009 年 6 月 16 日付の CIR 対 First Express

支店と同一の法的事業体とみなされる。しかし、国

Pawnshop Company, Inc. GR 172045-46 では、

外法人が支店とは独立してフィリピンで事業を行っ

「関連する証拠書類とは課税に異議を唱えるための

ている場合は、「本人と代理人の関係」は適用され

法的根拠を示すのに必要な文書と解釈される」との

ず、当該事業取引は支店ではなく国外法人の事業

判断が下されている。また、BIR は納税者に追加書

とみなされる。

類を提出するよう通知することしかできず、どのよう
な種類の証拠書類を提出するかを指示することは

BIR は、フィリピン国内法人への投資から生じた非
居住者国外法人の権利および義務は当該国外法
人の勘定においてのみ発生し、その支店のフィリピ
ン国内における事業活動とは実質的に全く関連して
いないことを考えると、当該フィリピン国内法人から
日本の非居住者法人への配当の支払は、フィリピン
支店と実質的に関連しているとはみなされず、フィリ
ピン国内法人が日本の非居住者法人に支払った配
当には日比租税条約に基づき軽減税率が適用され

できないともされている。さらに、2012 年 3 月 21 日
付の Team Sual 対 CIR CTA EB No. 649 および
No. 651 において CTA は、フィリピン税法 Section
112 に基づき、納税者が、還付・税額控除の申請に
関する一定の書類のみを提出することを決めた場
合、または、かかる書類を一切提出しなかったもしく
は提出しないことを選択した場合、当該 120 日期間
は還付・税額控除の申請日から開始すると考える
のが合理的かつ論理的であると判断している。

るとする判断を下した。
（2014 年 12 月 22 日付 BIR 決定 No. ITAD 339-14）
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本件について CTA は、証拠書類を提出するか否か

過去のニュースレター

は納税者の正当な裁量の範囲内にあり、有利な決

過去に発行されたニュースレターは、

定を受けるためにどの書類が必要かつ重要である

下記のウェブサイトをご覧ください。

かを最も正確に判断できるのは当事者である納税
者であるとの判断を示した。
また、フィリピン税法 Section 112（C）に基づく当該

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

本件に関する問い合わせ

120 日期間は BIR への申請日から開始し、納税者
は当該 120 日期間経過後 30 日以内に還付申請に
関する控訴手続を取っているのだから、修正 RMO
53-98 に規定されている書類を提出しなかったため
に納税者はまだ CTA に提訴できないという訴えは
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認められないという判断を示した。
（2015 年 1 月 7 日付 CIR 対 Coral Bay Nickel
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