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2016 年 6 月に日台租税協定（所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財
団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め）が発効したと財務省より公表された。
また、2016 年 7 月 1 日には「所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布さ
れ、当該政令によって、施行期日が 2017 年 1 月 1 日となることが明らかにされた。
日台租税協定の詳細は、下記のとおりである（Global Tax Update 台湾 2015 年 11 月号より再掲）。

日台租税協定（所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団
法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め）の効力発生
日本の対台湾窓口機関である公益財団法人交流

日台租税協定の内容のポイントは次のとおりであ

協会と台湾の対日窓口機関である亜東関係協会

る。

は、2015 年 11 月 26 日に日台租税協定に署名し

事業所得

た。当該協定により、日台双方間の個人や企業が

(1)

直面する二重課税問題を解消し、租税負担や税

日本の居住者である企業が台湾内において、「恒

務リスクの低減がなされる。

久的施設（中国語：常設機構）」を経由せずに従事

日台租税協定は、日台双方で効力発生のために
必要な手続が完了し、かつ、双方が相手の手続完
了に関する通知を受領した後に効力が発生するも
のとされており、日本側でも財務省より 2016 年 6
月に効力が発生したことが公表された。なお、日
本側で同協定を税法に適用するため、2016 年度
税制改正により「外国との相互主義に基づく二重
課税の排除に係る措置」が創設されているが、
2016 年 7 月 1 日に公布された政令により、当該措

している事業により稼得した利益に関しては、台湾
では免税となる。例えば、日本企業が台湾内にお
いて固定営業場所を有していない状況下で、次に
該当する場合はすべて、その事業所得は免税とな
るよう台湾税務機関に対し、申請をすることが可
能である。
 台湾での請負工事期間が 6 カ月以下の場合
 台湾での役務提供日数が、いずれか 12 カ月
の期間においても合計 183 日以下の場合

置の施行期日が 2017 年 1 月 1 日とされたことに
伴い、日本で 2017 年 1 月 1 日から日台租税協定

 台湾に発送センター等を設立し、物品の保管
および引渡しのみを行っている場合

が適用されることが確定した。
(2)

配当所得

日本の居住者が台湾から受け取る配当金につい
ては、台湾での制限税率（税率の上限）を 10％と
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している。
(3)

利子所得

日本の居住者が台湾から受け取る利子について
は、台湾での制限税率（税率の上限）を 10％とし

(8)

税務争議の解決

移転価格の相互協議による対応的調整問題、あ
るいはバイラテラル APA 等事項については、日本
財務省および台湾財政部という中央省庁間を通じ
て協議し、解決を図ることとしている。

ている。
また、特定の要件を満たした利子所得については

(9)

個人の給与所得

免税としている。
日本の居住者が雇用され、台湾国内にて労務を
(4)

使用料（ロイヤルティー）所得

提供することにより稼得する給与所得については、
次に挙げる三条件を満たす場合、日本でのみ課

日本の居住者が台湾から受け取る使用料（ロイヤ

税される。

ルティー）については、台湾での制限税率（税率の
上限）を 10％としている。
(5)

1.

は終了する 12 カ月の期間において、台湾に

株式譲渡所得

連続または累計で滞在する日数が 183 日を
超えない

日本の居住者が、自身の保有している台湾会社
の株式を譲渡することにより受け取る所得につい

2.

当該報酬が、台湾の居住者でない雇用主ま
たはこれに代わる者から支給されている

ては、日本でのみ課税される。ただし、当該株式
の価値の 50％以上が直接的にまたは間接的に台

日本居住者が関連する暦年度中に開始また

3.

当該報酬が、当該雇用主の台湾における恒

湾の不動産に由来している場合は、台湾で課税で

久的施設（中国語：常設機構）または固定的

きるとしている。

施設（中国語：固定處所）により負担されてい

(6)

移転価格の「相互協議」による対応的調整

台湾の税務機関が、日本企業と台湾の関係企業
との取引に対し行う移転価格の調査において、台
湾関係企業の当該取引における利益を増加調整
し、かつ課税をした時、当該日本企業は日本の税
務機関に対し「移転価格相互協議」対応を申請す
ることが可能となる。台湾の税務機関による調整
が独立企業間取引の原則に合致している場合、
日本の税務機関は相応の調整を行うことで国際

ない
日台租税協定の効力発生後、日本と台湾の各企
業は多くのメリットを享受することが見込まれる。
今後はグループ内での享受可能な租税優遇の機
会の有無につき検討するとともに、運営および取
引スキームに調整を加えることで、租税リスクを効
果的にコントロールし、グループ全体の運営効率
を向上させることが重要な課題になるものと思わ
れる。

的二重課税の問題の解決を図ることとなる。
(7)

二国間による事前確認制度（APA）

日台租税協定の発効後、二国間双方の企業は、
バ イ ラ テ ラ ル の APA （ Advance Pricing
Arrangement：事前確認制度：以下「APA」）を申
請することにより、同一の関連者間取引について、
日台双方の税務機関が同時に共同で一つの固定
した移転価格方法を確定させることができ、よって
一定期間内において、企業の移転価格調査対応
のための税務コンプライアンス遵守および時間コ
ストを大幅に減少させることができる。
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過去のニュースレター
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。
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