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政党への寄付に対する減税措置
タイ国内閣は、政党への寄付に租税優遇措置を与える歳入法改正案を承認しました。国民が率直に政党を
支援することを奨励するため、個人所得税および法人所得税の計算上、それぞれ5,000バーツおよび20,000
バーツを上限とする寄付金控除が受けられることになります。

FATCA（
（外国口座税法遵守法）
外国口座税法遵守法）の施行
タイ国政府と米国政府は、Foreign Account Tax Compliance Act (FACTA) の施行を促進するための政府間
協力の大枠に合意し、タイ国議会において以下の承認手続きが行われます。
-

税務に関する政府間協定 (Intergovernmental Agreement: IGA) と国際協力の一般原則

-

IGAで除外される情報を含む、デューデリジェンス手続きおよび情報開示の対象となる会計情報、金融
取引、投資および保険の区分

-

金融機関および団体に対するデューデリジェンスおよび情報開示義務に関するガイドライン（例外や対
象外とみなされる機関･団体を含む）

-

口座保有者の金融取引、投資や保険に関する情報の提出･入手手続きおよびその方法

-

IGAの効率的な施行に必要なその他の規定

歳入局の
歳入局のルーリング
局のルーリング
タイ国外で提供さ
（付加価値税）
タイ国外で提供されたサービスに対する
提供されたサービスに対するVAT（
れたサービスに対する
付加価値税）
A社は、国外で5年間の石炭掘削契約を締結していましたが、タイ国内において事業活動は行っていません
でした。A社は、当該契約に基づき、輸出用の原材料をタイ国内で購入していました。A社は当該契約に基
づくサービス収入を得ていなかったため、VATの申告書上、仕入金額とインプットタックスの金額のみを
記載し、収入金額とアウトプットタックスの金額は記載していませんでした。その結果、インプットタッ
クスの金額が今の課税期間まで累積されています。
これに対しタイ国歳入局は、当該契約に基づくサービスはタイ国外で提供されるものであるためVATの対
象外であり、したがって、原材料の購入時に課されたVATは控除できないと回答しました。A社は、過去の
すべてのVATの申告書に間違ったインプットタックスの金額を記載していたため、過大に申告されたイン
プットタックスの金額に対して100％のペナルティが科されます（ただし、納付税額がなかったため、サー
チャージの賦課はなし）。

電子メディアに対するVAT（
（付加価値税）
電子メディアに対する
付加価値税）
B社は、ユーザーが対価の月次もしくは一定期間毎の支払と引き替えに電子書籍をダウンロードすることが
できるアプリケーションの開発に興味を持っています。B社は、当該取引はVATが非課税とされる物品の販
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売に該当するのか、もしくは電子書籍をダウンロードして使用する顧客がタイ国外にいる場合には0%の税
率が適用されるのか、質問しました。
これに対しタイ国歳入局は、電子書籍のダウンロードは、新聞、雑誌、教科書の販売には該当せず、VAT
の対象となるサービスの提供に該当すると回答しました。そして、当該サービスが国外で使用される場合
には0%の税率が適用されるとしました。

シンジケートローン（
の取り扱い
シンジケートローン（協調融資）
協調融資）の手数料に対するVATの取り扱い
手数料に対する
ある法人が、国内外の複数の銀行および金融機関のシンジケート団とシンジケートローン（協調融資）契
約を締結しました。当該契約に基づき、海外に本店があるA銀行の香港支店とタイ支店がそれぞれ資金決済
と担保管理を行います。
タイ国歳入局は、香港支店とタイ支店とで業務分担はされているものの、それらは同一の法的組織である
ことから、両サービス料はタイ支店の収入とみなされると回答しました。したがって、当該法人からA銀行
の香港支店に対して行われる支払いは、国外で提供されタイ国内で使用されるサービスの対価としてVAT
の対象となり、当該法人はVAT申告書 (Por. Por. 36) を用いてVATを納付しなければなりません。また、タ
イ支店が提供するサービスの対価については、その支払いの際、タイ支店は当該法人からVATを徴収する
義務を負います。

（注）本日本語訳は、在タイ日系企業様への情報提供を目的に便宜的に仮訳したものです。正式な内容に
ついては、以下に記載されております原文（タイ語）をご参照ください。
http://www.deloitte.com/view/en_TH/th/services/tax-andlegal/3c541ab51d4b1410VgnVCM1000003256f70aRCRD.htm

日系企業サービスグループにつきまして
日系企業特有のニーズに対応するため設立された専門業務グループ、Japanese Services Group（JSG）は、35 年以上の歴史と実
績をもつ、トーマツを中核としたグローバルネットワークです。トーマツからの駐在員を含む日本語に堪能なバイリンガルのプロフ
ェッショナル約 850 名を全世界の主要拠点に配置し、日本の文化や習慣を十分理解しながら、デロイトのグローバルネットワークが
有する豊富な経験と専門知識を世界各地の日系企業に提供しています。現在、バンコク事務所には日本人 5 名が常駐し、日本の事務
所からも頻繁にプロフェッショナルが出張ベースで来タイしております。
バンコク事務所の日系企業サービスグループの連絡先は以下のとおりです。
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relies on this publication.
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