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※本ニュースレターは、英文ニュースレターの翻訳版です。 

日本語訳と原文（英文）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。 

中小企業のサプライヤーと取引する際の与信期間の設定 

タイの取引競争委員会は、中小企業のサプライヤーと取引する際の公正な取引慣行の促

進を目的として、中小企業である商品・サービスの販売者の信用条件における公正な取引

慣行を決定するためのガイドラインに関する取引競争委員会の通達（以下「通達」）を発

表しました。本通達は、2021 年 6 月 18 日に官報に掲載され、2021 年 12 月 16 日から

施行されることになります。 

中小企業の仕入先から商品またはサービスを購入する際の主な検討事項 

与信期間の設定： 中小企業から製品やサービス等を購入する場合、事業者は営業、マ

ーケティング、経済的観点から正当な理由を有さない限り、一般的な取引、製造、サービス

については 45 日、特に農産物や単純な生産工程の農産加工品については 30 日を超え

る与信期間を設定することはできません。 

本通達では、与信期間は、当事者が合意した商品またはサービスの引渡しが完了した時

点で開始されるものとします。委託事業の場合、与信期間は、委託先が合意された金額

と共に販売を完了した時点で、通常の商慣行に従ったものとします。 

支払いプロセス： 事業者は、通常の商慣行に従った支払プロセスを明確に示さなければ

なりません。中小企業の仕入先やサービス提供者が、本通達に基づき、与信期間の制限

に関する恩典を受ける場合には、当該中小企業から商品やサービスを購入する事業者に

対して、雇用している従業員の数もしくは年商に関する証拠を提供することにより、当該中

小企業であることを申告しなければなりません。    

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/th/Documents/tax/th-legal-alert-credit-terms-sme-oct2021-eng.pdf
http://www2.deloitte.com/us/en.html


不公正な商慣行を構成する可能性のあるその他の行為：本通達に基づき、事業者によ

る支払いの不当な遅延や、与信期間や契約条件の不当な変更、中小企業に対して 60

日以上の事前通知を行わないなど、中小企業に不要な負担を不当に強いる行為等も不

公正な商慣行とみなされます。 

通達の対象者 

タイの中小企業と取引、製造、サービス、委託業務等を行う事業者は、この通達に基づき

規定された与信期間基準の対象となります。この基準に従わない場合、不公正な取引を

行っているとみなされ、競争法に基づく行政処分の対象となる可能性があります。 

タイの中小企業との既存の与信期間は、本通達施行後、免除されません。本通達が

2021年 12月 16日に施行され、中小企業が本通達に基づいてより短縮された与信期間

を要求し、中小企業であることの自己確認プロセスを満たすことができた場合、事業者は

合意した与信期間を本通達に基づく期間に応じたものに変更しなければなりません。 

デロイトの観察 

本通達が 2021 年 12 月に施行される前に、タイの中小企業であるサプライヤーと販売・サ

ービス取引を行う事業者は、競争法に基づく罰則につながる可能性がある不正な取引行

為を行うリスクを最小限に抑えるために、与信期間の基準を遵守する準備をしなければな

りません。 

また、中小企業との間で有効な、保留中の、もしくは見込みのある販売やサービス契約等

を締結している事業者は、その契約が新基準に準拠していることを確認するために、その契

約の再評価と再構築を検討する必要があります。中小企業が本通達に基づく与信期間

の適用を要請する際には、そのステータスを申告・証明する必要がありますが、事業者はそ

のような要請があった場合に備えておく必要があります。既存の仕入先が中小企業である

可能性があるかどうかをまず評価することで、このようなビジネスプロセスを事前に準備するこ

とが可能となります。事前準備を行うことにより、事前に合意した与信期間よりも短い与信

期間を要請する中小企業の仕入先が多数存在する場合に、経営者のキャッシュフロー管

理に役立つことができます。 
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