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• はじめに

グローバル化においては、多国籍企業間の取引がますます頻繁となり、
サプライチェーンにおける取引から派生する移転価格に関する税務
問題が増加します。移転価格報告書は、税務当局が関連者間取引に
関する内容について手に入れる最初の資料となります。

では、移転価格報告書を作成する際に注意すべきことは何か。

今回のJBS NEWSLETTERでは、台湾の移転価格税務の基本及び台湾
国税局の審査ポイントを踏まえて、個別取引テストについて、事例を用いて
説明します。

• 今回お伝えしたいポイント

• 台湾における移転価格報告書の概要

• 移転価格報告書の注意事項と国税局の審査ポイント

• 個別取引テストとは何か

• 個別分析の基準について

台湾における移転価格報告書の
注意事項と個別取引テストについて
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本ニュースレターの内容は、
一般的情報をご参考までに提供
するものです。具体的な個別の
案件に対するアドバイスが必要な
場合は、EY台湾にご相談ください。
本ニュースレターの内容について、
ご不明な点などがございましたら、
いつでもサポートをいたしますので、
ご遠慮なくお申し付けください。
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台湾における移転価格報告書の概要

移転価格の問題とは

移転価格とは、営利事業者と関係者が関連者間取引を行うにあたり制定した価格や利益のことを指します。
第三者間での取引ではマーケットのメカニズムを通じて価格が決定される（独立企業間価格と言います）
ケースが多いものの、取引の当事者が親子会社間のような関係にある場合には、市場価格によって
取引が行われるとは限らず、どちらか一方に有利となるように定められる可能性もあります。取引価格は
最終的には課税所得や納税額にも影響を与えるため、自国の税収に不利とならないように世界各国で
移転価格税制が採用されています。

移転価格報告書とは

移転価格報告書とは、産業経済分析、各当事者の機能とリスクの分析、これに基づく比較可能な情報と
検討をもって、関連者との取引が移転価格関連規定に合致していることを示すための書類を言います。
台湾における移転価格関連規定はOECDの定めるモデルに準拠しています。

関連企業とは? 直接または間接的に議決権割合の20%以上を保有する場合等、
支配従属関係があるものとされる

対象取引種類は? 有形資産または無形資産の移転または使用、交換、贈与、その他取引や、
役務の提供、資金の運用等、幅広く対象となっている

独立企業間取引の
原則に従うとは?

各社の機能とリスク、契約条項等を踏まえて、最適な独立企業間価格を
算定し、この範囲内に属するかを確認する

親会社 子会社

＜日本＞ ＜台湾＞

関係会社間の取引価格を調整する等により
利益及び税額を少なくする

移転価格
課税リスク

¥ €
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台湾における移転価格報告書の概要（続）

移転価格報告書の提出義務

下記のセーフハーバー規定によって免除される会社を除き、企業は移転価格報告書を準備する必要が
あります。報告書は、会計年度終了後5カ月以内に準備を行い、税務当局から書面による通知が到達した
日から1カ月以内に提出をします（ただし、最大1カ月の延長が認められています）。

1. 年間営業収入純額及び非営業収入の合計額

2. 金融持株会社または企業合併法の規定を適用する会社または子会社の場合は、台湾外の関係会社の有無の
判断をしなければならない

3. 取引形態のパターン、または営利事業者の収入に係る取引であるか支出に係る取引であるかを問わず、
絶対額をもって年間総額に合算しなければならない

条 件 チェック売上高 チェック1 関連者間取引総額チェック3

年
間
の
関
連
者
間
取
引
総
額

5億元以上

租税減免優遇を
享受している

3億元未満

減税申告額

控除申請している
繰越欠損額

直近10年間の繰越
欠損控除を申請している

はい

いいえ

いいえ

はい

ない

ある

200万元以上

200万元未満

800万元未満

800万元以上

2億元以上

2億元未満

移転価格報告書の
準備義務あり

その他証拠書類の
準備義務あり

台湾外の関係
会社との2取引

3億元超

5億元未満

単位：新台幣

出典：財政部 「移転価格審査準則」よりEY台湾にて作成
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移転価格報告書の注意事項と個別取引テストについて

移転価格報告書の注意事項と国税局の審査ポイント

では、移転価格報告書の作成にあたって注意すべき事項、及び国税局の審査のポイントはどこか。主に、
下記の項目が挙げられますが、このうち、今回は個別取引に関して説明をします。

個別取引テスト
（全体利益に対する
テストではない）

関連者間取引の
個別分析の基準

年度末における
移転価格一次性

取引の調整

営業損失であるが
営業外投資より

利益獲得

無形資産取引
（ロイヤリティー収支）

裏書保証手数料／
関係会社間
貸付金の利息

管理や技術サービス
提供のための

従業員の海外関係
会社への派遣

取引別（関係者／
非関係者）

財務情報の区分

海外取引
単体の損益

（海外における
タックスヘイブンの

議題を含む）

比較可能対象／
取引検索における

比較可能性
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移転価格報告書の注意事項と個別取引テストについて（続）

個別取引テストとは

移転価格に関する法令規定によりますと、個別取引の間に関連性あるいは連鎖性があり、それに関わる
取引が適用する独立企業間取引方法を採用する場合を除き、関連者間取引は個別の取引を基礎とし、
それぞれ適用する独立企業間取引方法で分析を行う必要があるものとされています。

例2：

親会社A社は、子会社C社に対してブランド、商標、及びマーケティングをC社に授権し、子会社C社に製品を
販売して、C社が担当地域で流通活動を行うことができるようにしています。

移転価格に関する法令規定によって、親会社A社が子会社C社へのブランド、商標及びマーケティングの授権、
及び製品の販売については、個別分析を行う必要があります。

すなわち、親会社A社がブランド、商標及びマーケティングの授権に対して、子会社C社に請求する
ロイヤリティー率は、独立企業間取引原則に則したものでなければなりません。また、親会社A社から子会社C社
への部品販売の取引については、実行機能が少なく負担するリスクが低く、無形資産を持たないC社をテスト
対象とし、独立企業間取引原則に準拠した上獲得すべき利益を分析する必要があります。

子会社C社親会社A社

ブランド、商標及び
マーケティングの授権

最終
クライアント

製品の販売

製品の販売

例1：

親会社A社は、製造技術の授権及びその製造技術を使用するために必要な重要部品を子会社B社に提供して
います。

移転価格に関する法令規定によって、親会社A社が子会社B社への製造技術の授権及び部品の販売取引に
ついて、個別分析を行う必要があります。すなわち、親会社A社が製造技術の授権に対して、子会社B社に
請求するロイヤリティー率は、独立企業間取引原則に則したものでなければなりません。

また、親会社A社から子会社B社への部品販売の取引について、移転価格上の論点が2つあります。

1つ目は、親会社A社が非関係会社のサプライヤーから直接購入した部品を子会社B社に移転する場合、
当該取引について、独立企業間取引原則に準拠したコストプラスの利益率の分析資料が必要となります。

2つ目は、親会社A社が自社の無形資産と技術を生産に利用し、生産された部品を子会社B社に移転する
場合、実行機能が少なく負担するリスクが低い無形資産を持たない会社をテスト対象として、当該取引に
ついて、独立企業間取引原則に準拠した上で獲得すべき利益を分析する必要があります。

親会社A社 子会社B社

製造技術の授権

部品を販売

最終
クライアント

製品を販売
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移転価格報告書の注意事項と個別取引テストについて（続）

取引ごとの財務情報の区分について

関連者間取引に関連しない原価及び収入は、比較可能性に重要な影響を与える可能性があるため、
除外する必要があります。会社が複数の関連者間取引を行っている場合、または関連者間取引と
非関連者間取引を同時に行っている場合は、移転価格に関する法令規定に従い、評価する関連者間
取引に係る財務情報の個別テストを行うため区分する必要があります。

例：

F社の関連者間取引は、親会社G社から仕入れ台湾で販売するものです。ただし、F社は非関係会社にも製造及び
サービスを提供しています。この場合、もし機能及びリスクを分析した結果、F社がテスト対象となった場合、
非関連者間取引の業務内容が関連者間取引のテスト結果に影響しないように、仕入取引の財務情報と製造及び
サービス提供を区分してテストを行う必要があります。

上記の例に示されているように、F社の親会社G社から商品を仕入れた後の台湾における販売による収入は、
F社の全体収益の半分しか占めていません。F社の全体損益でテストを実施すると、分析の結果は実際の
状況とは異なる可能性があります。

また、損益を区分する際には、原価費用の配分方法の合理性に留意する必要があります。直接帰属可能な
原価費用がある場合は、取引ごとに適切に直接帰属させます。直接帰属ができない場合は、合理的な配分
基準（例えば、投入工数、使用面積など）を使用して配分する必要があります。また、取引ごとの財務情報の
区分方法については、前後の年度は同じロジックで計算する必要があります。

親会社G社からの

仕入取引の区分損益

F社のその

他業務の区分損益
F社の全体損益

売上収益 1,000万 1,000万 2,000万

売上原価 750万 650万 1,400万

売上総利益 250万 350万 600万

販売費及び一般管理費 200万 200万 400万

営業利益 50万 150万 200万

営業利益率 5% 15% 10%
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移転価格報告書の注意事項と個別取引テストについて（続）

関連者間取引の個別分析の基準

財政部は移転価格取引の個別分析の金額基準を明確にしています。移転価格に関する法令規定により
ますと、同種類の関連者間取引の年間取引総額がNTD1,000万元に達し、かつ同一関係会社との年間
取引総額がNTD500万元に達した場合、個別分析を行う必要があるものとされています。

例：
取引対象 取引金額 個別分析を行う必要があるか

販売取引

子会社A 600万 V

子会社B 300万

子会社C 200万

合計 1,100万

賃貸借取引

子会社A 700万

子会社B 100万

合計 800万

EYの観察とアドバイス

企業が移転価格報告書または文書を作成する際、最も事実に即したテスト結果を得るため、関連者間
取引の分析方法を慎重に評価する必要があります。

個別取引の間に関連性あるいは連鎖性があり、独立企業間取引の方法にて共に分析される場合を

除いて、関連者間取引は、個別の取引を基礎としてそれぞれ適用されるべき独立企業間取引の方法にて
分析を行う必要があります。

関連者間取引に関連しない原価及び収入は、比較可能性に重要な影響を与える可能性があるため、
除外する必要があります。

また、個別分析の基準に達した関連者間取引については、個別分析を行う必要があります。

企業が移転価格報告書を作成する際に、上記の点に従って移転価格の評価及び作成を実施しているか
どうかについてご留意ください。
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JBS NEWSLETTER バックナンバーのご案内

JBS NEWSLETTERについて

発行月 タイトル

2022年8月 外国特定専門人材の申請方法-ゴールドカード vs  就労許可

2022年7月 産業創新条例のポイントとよくある質問

2022年6月 改めて整理しておきたい日台租税協定の適用

2022年5月 コロナ禍における董事会、株主総会開催方法の整理と感染拡大に伴う所得税申告期限等の延長

2022年4月 外国人従業員に係る個人所得税申告の留意点

2022年3月 台湾税務当局の注意喚起を踏まえた税務上の基本事項と留意事項（棚卸資産の廃棄と支払手数料）

2022年2月 台湾税務当局の注意喚起を踏まえた会計・税務上の基本事項と留意事項（売上計上時点、売上値引の計上）

2022年1月 台湾における外国人に対する減税の検討ー新旧制度把握

2021年12月 台湾における外国人の3大重点ポイント（台湾入境・租税優遇・給与税務申告）

2021年11月 台湾における日系企業から多く頂くご質問（法人所得税編②）

2021年10月 海外駐在員の税金に対する補填手当の方針について

2021年9月 コロナウイルス禍における台湾への外国人入境のキー－特別許可－

2021年8月 台湾における日系企業から多く頂くご質問（法人所得税編①）

バックナンバー

バックナンバーの購読のご要望は、ご遠慮なく、当NEWSLETTER最終ページの連絡先、またはEY担当者までご連絡ください。

EY台湾では、JBS NEWSLETTERとして、台湾における日系企業向けに、その時々の会計、税務、法令にかかるトピックに
応じた内容を、日文と中文にてお届けしています。

当事務所に許可なく無断複写・転載することを禁じます。© 2022 Ernst & Young, All Rights Reserved. 
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EY |  Building a better working world

EYは、「Building a better working world ～より良い社会の構築を目指して」

をパーパス（存在意義）としています。クライアント、人々、そして社会のために

長期的価値を創出し、資本市場における信頼の構築に貢献します。

150カ国以上に展開するEYのチームは、データとテクノロジーの実現により信頼

を提供し、クライアントの成長、変革および事業を支援します。

アシュアランス、コンサルティング、法務、ストラテジー、税務およびトランザクション

の全サービスを通して、世界が直面する複雑な問題に対し優れた課題提起

（better question）をすることで、新たな解決策を導きます。

弊所連絡先

関連する情報をご希望の方はお付き
合いをさせて頂いておりますEY担当
にご連絡を頂くか、または以下の
いずれかの関連サービス専門担当
までご連絡をください。

安永聯合會計師事務所

企業税務サービス

劉惠雯 稅務服務部營運長

02 2757 8888  88858
heidi.liu@tw.ey.com

林宜賢 執業會計師

02 2757 8888 88870
yishian.lin@tw.ey.com

周黎芳 執業會計師

02 2757 8888 88872
sophie.chou@tw.ey.com

楊建華 執業會計師

02 2757 8888 88875
chienhua.yang@tw.ey.com

蔡雅萍 執業會計師

02 2757 8888 88873
anna.tsai@tw.ey.com

林志翔 執業會計師

02 2757 8888 88876
michael.lin@tw.ey.com

吳文賓 執業會計師

07 238  0011 88990
ben.wu@tw.ey.com

曹盛凱 執行總監

02 2757 8888 67151
kelvin.tsao@tw.ey.com

移転価格サービス

周釧培 執業會計師

02 2757 8888 88871
george.chou@tw.ey.com

林志仁 執業會計師

02 2757 8888 67076
sean.lin@tw.ey.com

JBS
清本雅哉 副總經理

02 2757 8888  88830
masaya.kiyomoto1@ey.com

橋本純也 協理

02 2757 8888  66458
junya.hashimoto@tw.ey.com

持木直樹 協理

02 2757 8888  20652
naoki.mochigi1@tw.ey.com
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