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2019 年 1 月号 個人所得税確定申告様式 BIR Form1700 の公表について

2019 年 1月 30日に公表された通達により、2018 年度の個人所得税の確定申告における申告書

の新フォーマットの使用が可能になりました（Revenue Memorandum Circular No. 19-2019）。

ただし、現状公開されているのがマニュアルファイリングのみで、eBIRForms はまだ公開されてい

ない状態ですので、現在公開されているマニュアルファイリング用のフォームを使用する場合には、

手書きで直接記載を行うか、PDF編集ソフト等で入力をするしか方法が無い状態です。

確定申告の期日が4月15日という事を考えると、eBIRFormsが公開されるのを待ってから申告書

への入力を開始する、という選択肢を取る方が良いかも知れません。

フィリピンで働いたことに対してフィリピン以外の国からも給与等の便益を享受している場合には、

合算申告が必要となります。電子申告が可能なのは、納税額がゼロの場合のみですので、

eBIRForms を使用した場合であっても税額がゼロでない限りは、入力した申告様式を印刷し、直

接銀行まで納税のために持ち込む必要がある点に留意が必要です。

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。2018 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
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REVENUE MEMoRANDUM cIRcULAR No. T q - EOM

: Circularizing the Availability of Various Revised BIR Forms Version
January zot8

: AlllnternalRevenue Officers, Employees, and Others Concerned

RECORDS MGT. DIVISION

This Circular is issued to prescribe the revised BIR Forms as follows:

BIR Form No. Form Name
tToo (Annex "A") Annual lncome Tax Return - lndividuals Earning

Purely Compensation Income (lncluding Non-
Business/N on-Profession I ncome)

tToz-EX(Annex "B") Annual lncome Tax Return Corporation,
Partnership and Other Non-lndividual Taxpayer
EXEMPT under the Tax Code, as amended [section
3o and those exempted in Sec. 27 (C)1, and Other
Special Laws, with NO OtherTaxable lncome.

tToz-RT (Annex "C") Annual lncome Tax Return - Corporation,
Partnership and Other Non-lndividual Taxpayer
Subiect Onlv to RECULAR lncome Tax Rate

r7o7 (nnnex "D") Capital Gains Tax Return for Onerous Transfer of
Shares of Stock Not Traded Through the Local
Stock Exchange

The revised manual returns are already available in the BIR website
(www.bir.gov.ph) under the BIR Forms-lncome Tax Return section. However, the forms
are not yet available in the Electronic Filing and Payment System (eFPS) and Electronic
Bureau of lnternal Revenue Forms (eBlRForms); thus, eFPS/eBIRForms filers shall use the
existing old version available in eFPS and in the Offline eBIRForms Package in filing the said
returns except for BIR Form No. tToo in which manual return shall be used in filing and
paying the income tax due thereon.

Once the abovementioned returns are available in eFPS or already included in the
new Offline eBIRForms Package, a revenue issuance shalt be released to announce the
availability of the returns.

Manual filers shall download the PDF version of the form, print the form and
completely fiil out the applicable fields, otherwise shall be subjected to penalties under
Sec. z5o of the Tax Code, as amended. Payment of the tax due thereon for manual and
eBlRForms filers, if any, shall be made thru:



a') Manualf;v#illo 
o*."t Bank (AAB) tocated within the territorial

jurisdiction of the Revenue District Office (RDO) where the
taxpayer is registered.
In places where there are no AABs, the return shall be filed and
the tax due shall be paid with the concerned Revenue
Collection Officer (RCO) under the jurisdiction of the RDO

using MRCOS facility.

b' ) o n I in e 

i:ru:*; :#;: ffi ;'#::l * or Lin kb iz po rta r, ror taxpayers
who have ATM account with LBP andior holders of Bancnet
ATM/Debit Card

DBP Tax Online, for holders of VISA/Master Credit Card and/or
Bancnet ATM/Debit Card

AII concerned are hereby enjoined to give this Circular as wide a publicity as
possible.
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