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香港税務局、事業所得税の電子申告に関する 
最新情報を公表 

 

 

 
 

2021年11月17日、HKICPAが主催するウェビナーにて、IRDの技術担当副局長が、電子申告プロジェクトに関する背景、目的、利
点、法的枠組み、その他の基本情報について言及し、これまでの進捗状況と今後の展望について説明した。 

ポイントは以下の通りである。 
 

1. IRDタクソノミパッケージの提案状況 

IRDは、2021年1月から3月にかけて、IRDタクソノミパッケージ（以下、IRDタクソノミ）に関するコンサルテーションペーパーを公表してお
り1、寄せられたコメントをもとに、IRDタクソノミの改良を行っている。IRDタクソノミには以下が含まれる。 

(1) HKFRSタクソノミ 

(2) 非公開企業および中小企業向けのHKFRSタクソノミ 

(3) 税計算タクソノミ 

財務諸表の作成にHKFRS以外の基準を使用している納税者は、PDFまたはiXBRLフォーマットの財務諸表を提出することができる。 
 
1コンサルテーションペーパーはHKICAPのウェブサイトを参照されたい:  
https://www.hkicpa.org.hk/-/media/Document/APD/TF/submission/IRD-Consultation_Taxonomy_Jan-2021.pdf

   

サマリー 

2021年11月17日、香港公認会計士協会（以下、HKICPA）が開催したウェビナーで、電子申告プロジェク
トの最新情報、具体的には事業所得税の電子申告に関する進捗状況と今後の見通しについての説明が香港
税務局（以下、IRD）により行われた。 

IRDが提案している電子申告プロジェクトのスケジュールと、すべての納税者に事業所得税の電子申告を展開するという
最終目標に鑑みるに、各企業は、電子申告を税務サービス業者に委託する方が良いか、会計システムのアップグレード
も含めて社内で対応する方が良いかの検討を事前に開始する必要がある。 
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2. 新しいフォームIR1476について 

現行の電子申告法の枠組みでは、事業所得税申告書を提出する前に、税務サービス業者は納税者から、申告書に記載されている
情報が納税者の知る限りで正しく、完全であるという確認書を取得しなければならない。この確認書は、IRDがウェブサイトにアップロード
する新しいフォームIR1476を通じて取得する必要がある。納税者は宣誓書を作成、日付を記入し、物理的にサインする必要がある。 

 
3. IRDによるiXBRL作成支援ツールの無償提供 

 iXBRL（inline eXtensible Business Reporting Language）作成支援ツールをIRDが無償で提供し、納税者がWordや
Excelで作成した財務諸表や税金計算書をiXBRL形式のデータファイルに変換できるようになる予定である。 

「小規模事業者」（現在、総所得が200万香港ドル以下、かつ一定の条件を満たす事業者と定義されている）の事業所得税の電子
申告を促すために、小規模事業者向けには以下の項目のみタグ付けが求められる。 

• 財務諸表  ― 包括利益計算書、財政状態計算書、関連当事者間取引、有形固定資産 

• 税金計算 ― 事業所得税の計算シート、詳細な収益・費用の勘定項目 

また、IRDは、小規模事業者があらかじめ用意されたテンプレートにデータを入力してiXBRL形式のファイルを作成できるように、定型の
iXBRLテンプレートを提供する予定である。 

 
4. その他のIRDによる支援 

IRDは、作成支援ツールの使用に関して、e-コンシェルジュによる1対1の相談、企業のコンピュータープログラムのアップグレードを支援する
ITサポートサービスホットライン、オンライン上のデモンストレーション、ユーザーガイド、FAQ等のサポートを納税者に提供する予定である。 

 
5. 実施時期 

現状の電子申告プロジェクトの実施スケジュールは以下の通りである。 

• 2022年初頭にIRDタクソノミをIRDのウェブサイトにアップロード 

• 2022年末から2023年初めまでにiXBRL作成支援ツールを展開 

• 2022年第4四半期にトライアル/パイロット・ランを開始 

• 2023年4月までに大規模多国籍企業の事業所得税の電子申告を任意とし、2025年4月までに義務化 

• 2030年までに事業所得税の電子申告を義務化（暫定） 
 

6. 質疑応答でIRDが言及したその他の留意事項 

• 納税申告のためにタグ付けされた財務諸表の電子コピーを提出することは、香港企業に対する署名済みかつ監査済みの財務諸表
原本を作成し、保管するという要件を免除するものではない。 

• 署名済みフォームのスキャンコピーをIRDに提出するが、納税者はフォームIR1476そのものに物理的に署名しなければならない。 

• 税務サービス業者は、電子組織認証を利用して、納税者のために事業所得税申告書をオンラインで署名/発行できる。電子組織
認証は、税務サービス業者の個々の従業員にリンクされていない。 

• 納税者番号 (TIN) を持ち、電子申告登録をしている取締役は、会社の申告書に電子署名し、電子申告することができる。
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7. IRDのIT支援に関するコンサルテーションについて 

IRDは現在、電子申告プロジェクトに関する新たなコンサルテーションペーパーを公表しており2、以下のIT支援についてコメントを求めて
いる。 

(1) 財務諸表や税金計算書をiXBRL形式に変換するためのコンピュータープログラムのアップグレードや開発 

(2) 変換ツールの無償提供 

(3) タグ付け要件の簡素化 

(4) 企業へのe-コンシェルジュの提供 

(5) すべての企業や利害関係者へのトライアル/パイロット・ランの招待 

このコメント募集期間は2022年1月31日に終了する。 
 
 

KPMGの見解 

IRDが現実的なアプローチとして、事業所得税の電子申告化を進める過程で、ステークホルダーとのコミュニケーションを実施していることは
歓迎すべきことである。IRDの最終的な目標は、すべての事業所得税納税者に電子申告を導入することであるが、企業は事前に計画
を立て、自社で電子申告を行う方が良いか、それとも税務サービス業者に委託する方が良いかを、各社の状況に応じて検討する必要が
ある。また、自社で電子申告を行う場合は、どのような会計システムの変更やアップグレードが必要になるのか、IRDの無料変換ツールをど
のように活用するかといった点にも留意が必要である。 
 
なお、日本語でのお問い合わせは、下記担当者までご連絡ください。 
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2コンサルテーションペーパーは2021年11月4日付でHKICAPのウェブサイトにて公表されている:  
 https://www.hkicpa.org.hk/-/media/Document/MC/APD/EWEB21111701_ConsultationPaper.pdf
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