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P&A ジャパンデスクメールマガジン

2019 年 11月号 Semestral List of Regular Suppliers（SRS）の廃止について

2019 年 11月 22日に BIRより Semestral List of Regular Suppliers（以下、SRS）の廃止

についての公表が行われました（RMC No. 122-2019）。

1. SRS について

SRSは、Top Withholding Agent（TWAs）に認定されている企業に対して BIRより提出が要

求されていた資料で、6ヶ月分の拡大源泉税の対象となった取引先、取引金額および源泉税

額の記載が必要なものです。

2. 本ルールにおける取り扱い

本ルールにおいて、BIRは今後の SRSの提出を不要としていますが、その理由は、四半期ご

との提出が義務付けられている Quarterly Alphalist of Payees （QAP）に同情報がすべて

記載されている事から、同じ内容のものを二重に会社に提出を求めているため。というもの

です。

3. 適用時期

本規則が承認後即座に適用開始のため、当該ルールは本メールマガジン発行時点で有効です。

会社紹介

P&A グラントソントン ジャパンデスク （担当：松下、川原田、今枝）

現在約 300 社の日系企業へサービスを提供。現地経営者、フィリピンマーケットへ進出を

検討している日本企業の皆様へより、業務に深く関わったサービスを提供するべく日本窓口

1 名を含む計 4 名の日本人が対応しています。

P&A グラントソントン

1988 年 Benjamin R. Punongbayan と Jose G. Araullo によって設立。現在は、Chairman &

CEO である Ma. Victoria Espano が指揮の元フィリピン TOP４規模の会計会社として、主

にフィリピン企業の顧客を始め、外国企業のフィリピン進出増加と共に、日系企業へのサー

ビスも提供。2019 年現在パートナー21 名、社員 850 名の体制で構成されており、インタ

ーナショナルファームの一つである、Grant Thornton （グラントソントン）と提携し、そ

のノウハウを活かしながら、クオリティの高いサービスを、大手顧客から、ミッドサイズ、

外国企業、スタートアップ企業まで幅広い顧客層へ提供しています。

お問い合わせ：

P&A グラントソントンジャパンデスク（松下、川原田、今枝）

Email：Japan.Desk@ph.gt.com

代表 HP www.grantthornton.com.ph

日本語会計・税務記事：www.grantthornton.com.ph/newsroom/japan-desk/
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SUBJECT : Terminating the Submission of Semestral List of Regular Suppliers (SRS)

TO : Ali Internal Revenue Officials. Employees and Others Concerned

BACKGROUND

The pertinent provisions of Revenue Regulations (RR) No. 14-200g required the
submission of Semestral List of Reguiar Suppliers (SRS) by top 20.000 private corporations
for purposes of monitoring their level of compliance in wittrnttang urri remitting the one
percent (1%') and two percent (2%) creditabie withholding taxes (CWT) on the puichase of
goods and services. respectively. Later, Revenue lvlemorandum Circulai (Rx4C) No. 5-2009
was issued to prescribe the technical specifications of the electronic file format of said repofi
as well as the modes of its submission to this Bureau.

However, prior to the above issuances, the annual Alphabeticai List of payees rvas
already prescribed under RR No. 2-g8.the submission of Montirly Alphalist of payees (MAp)
was subsequently required in2A06 and, more recently-, the Quarteriy Aiphaiist of payees iqaplwas prescribed to be submitted under RR No. I 1-2018. These atptrafists, except fbr MAp nhich
is now amended by QAP, already contain the same infonnation of SRS, as welt as data from
other prescribed CWT remittances.

Hence. this Circular is hereby issued to address these overlapping repofts.

CLARIFICATIOIT{

Under Revenue Reguiations (RR) No. 11-2018, the withholding agents liable to <jeduct
the loh and 2o/o CwT rates are now identified as top withholding agen"t, [fwnr;. The TWAs
include tire existing top 20,000 private corporations, top 5.000 ina]vidual taxpayers. TAMp,
and medium taxpayers. As the submission SRS was no longer mentioned in the said regulations
and this requirement cannot be applied to TAN4P and mJdium taxpayers without an expressprovisions prescribing their compliance, this requirement is deemed to have been abandoned
bv operation ollarv.

Accordingly and consistent to the policy of ease of doing business, the submission of
SRS shall no longer be required.
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A11 internal revenue officers, employees. and others concerned are hereby enjoined to
give this Circular as wide a publicity as possible.
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"cAESAR R. DULA)'

Commissioner of Inte'mal Revenue
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