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P&A ジャパンデスクメールマガジン

2019 年 3月号 更新版 Top withholding agent の公表について

2019 年 3 月 18 日に Top Withholding Agent（以下、TWA）に該当する企業の一覧が更新され、

公表されました。制度の内容は 2018 年 4 月号のメルマガでも記載をさせていただきました

が、以下のとおりです。

Top Withholding Agent に認定された企業は、国内企業等への支払に際し、物品については

1%、サービスについては 2%の源泉義務が課せられています。

1. BIR 長官より、下記の分類に認定された場合

RR1-98 にて Large Tax Payer して認定された納税者

RR6-2009 にて Top20,000 の会社に認定された納税者

RR6-2009 にて Top5,000 の個人に認定された納税者

2. Medium Taxpayer もしくは Taxpayer Account Management Program(TAMP)に含められた

納税者

※TAMP に含められた納税者とは、RDO によって認定される地方ごとの高額納税者を指し

ます。

Top Withholding Agent として認定される場合は、新聞での発表及び BIR の Website 上で公示

が行われるとされています。そして、公示された企業については、翌月 1 日より源泉徴収義

務が発生します。

特に、Medium Taxpayer 及び TAMP については、新しく作られた分類であり、従前は源泉徴

収義務を負っていなかったため、当該分類に入った企業については、適切に国内企業等への

支払に際し、源泉徴収を行っているのかどうかの確認が重要です。

以下の BIR ウェブサイト上で 2019 年 3 月 18 日に TWA に認定されている企業の一覧と、

TWA より除外された企業の一覧が確認できますので、自社が TWA に該当しているのかど

うかをご確認ください。

https://www.bir.gov.ph/index.php/top-taxpayers/top-withholding-agents/supplementary-list-of-top-w
ithholding-agents-published-on-march-18-2019.html

本改正は 3 月 18 日に発表され、4 月 1 日に有効となると記載されていますので、本日以降

の支払いについて、影響を及ぼすことが想定されます。

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。
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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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Circularizing the Additional Lists of Withholding Agents Required ro Deduct
ancl Remit the 1o/o or 2Yo Cleditable Withholding Tax for the Purchase of
Goods and Services under Revenue Regulations No. 1 1-2018.
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In connection rvith the lists of riithholding agents that were publishe,C lasl October 8.
2018 and circularized under Revenue Memorandum Circular No. 86-2018. this Circular is
hereby issued to circuiarize the additional withhoiding agents under the.jurisdiction of Revenue
R.egions who are required to deduct either the one percent ( i 96) or two percen t (2%) creditable
withholding tax f1'om the income payments to their suppliers of goods and services. pursuant
10 the provisions of Revenue Regulations (RR) No. 11-20i 8, as weli as the list of *,ithholding
agents for deletion from the existing list who are no longer required to deduct tite said creditable
u,ithhoiding taxes. Please visit the BIR's website at u uvu'.bir.gov.ph where the iists are posted
and provided rviti-r search facility for the convenience olall concerned.

Accordingl1,. the obligation to deduct and remit to this Bureau the one percent (1%'; and
iwo percent (2%; creditable withholding tax t}om the suppliers of goods and ser-vices shall
continue. commence or cease, as the case may be. effective April lr 2*19. A.nv taxpayel that
caulot be found in arry of tlie published lists of inclusions is deemed to hale been excluded
and tlrerelore not reqr-rired to deduct and remit the 1o/o or 2o/o creditable withholdin_u tax under
RR No. 11-2018.

All revenue offlcers and employees are hereby enjoined to give this Circular as u.,ide a
pr,rblicit-v as possible

J/Uwo'^\&",
CAESAI?. R. DULAY

CorrLmissioner o{' internal Revenue
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