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概要 

従来より海外営利事業者が国境を越えて電子サービスを台湾の個人消費者に提供する場合、当

該事業者が台湾に固定的営業場所を持たず、かつその販売額が NTD3,000 以下であれば当該

事業者は営業税が免除され、消費者が納税者とされていました。一方、個人消費者を対象とし

て電子サービスを提供している台湾内の営利事業者は、その売上高に対し 5％の営業税が課さ

れており、台湾外の電子サービス業者と台湾内の電子サービス業者とが不公平な状況になって

いました。 

改正後の営業税法は2017年5月1日から施行されます。施行後最初の営業税申告期限は2017年7

月15日であり、その申告対象月は5月と6月です。改正営業税によれば、台湾内の個人消費者に

電子サービスを販売する外国事業者は、台湾で税籍登録を行い、販売額に対する5％の営業税

を納付しなければならなくなります。 
 

要点まとめ  

1. 納税義務者の定義: 

下記条件を満たす外国企業、機構、団体あるいは組織は台湾で営業税の納税義務者となります。 

 台湾において固定的な営業場所を持たない、かつ 

 "台湾内の個人消費者"に電子サービスを提供する 

2. 税籍登録: 

外国納税者は自ら管轄税務当局に税籍登録を申請するか、台湾居住者、固定的営業場所を持っ

ている企業、機構、団体あるいは組織を納税代理人として指名し、税籍登録を完了しなければ

なりません。 

3. 税籍登録が必要となる基準額: 

個人消費者への電子サービスの年間販売額がNTD480,000超の場合、税籍登録が必要となりま

す。 

4. 税率と申告手続き: 

外国の営業税納税者は5％で営業税を計算し、各奇数月の15日までに前2ヶ月間分の営業税申告

書の提出と営業税の納付を完了するか、あるいは納税代理人を指定し、代行させなければなり

ません。 

5. 違反時の罰則: 

納税代理人が規定の期限までに営業税の申告及び納付をしていない場合、NTD3,000以上

NTD30,000以下の過料が科されます。外国営利事業者が税籍登録を行わずに、営業税の申告

および納付をしていない場合、申告漏れ税総額の5倍を超えない過料が科されます。 
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最新情報 

 外国営利事業者は台湾で税籍登録を行っていれば、2017年5月1日から2018年12月31日ま

での期間は統一発票の発行が免除されます。この優遇期間が過ぎた後、外国営利事業者は

電子形式の統一発票を発行する必要があるものと思われます。コンプライアンスおよびIT

システムの構築のための時間を確保するため、今後の動向に注意を払うことをお勧め致し

ます。  

 財務部が追って公布した“税籍登録規則”には、台湾での電子サービス提供を行う外国営

利事業者が税籍登録の申請に必要とされる書類が盛り込まれています。たとえば、公証人

と台湾大使館/領事館による公証・認証済み会社設立登記書類などがあります。そのため、

会社は事前に関係書類を用意し、2017年5月1日から速やかに税籍登録手続きを始めるこ

とが望ましいかと思われます。 

 「営業税電子申告および納付指針」に、台湾で電子サービスを提供する外国営利事業者の

ための営業税申告と納付時の詳細情報が記載されています。たとえば、営業税の納付は指

定銀行口座への電信送金か、あるいは指定金融機関とコンビニ払いの手段が設けられてい

ます。会社は、納税代理人を指名し、オンライン・プラットフォームを経由して税籍登録

を行い、かつITシステムから必要情報を抽出できるようIT専門家と提携し、営業税申告の

要件を満たすための適切な対応をされる必要があります。 

  

現行の取引モデルがこの改正の影響を受けるか否か、あるいは改正営業税法のコンプライアン

スにご不明なところがあれば、お気軽にPwC 台湾へご相談いただければと存じます。また、取

引の事実背景が特殊な外国営利事業者は、財務部から具体的な見解を得るよう税務上の解釈通

達を申請することも考えられます。 
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