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移転価格税制に関する財務省令の公表 

 

 

 

TP Alert 
 
財務大臣はタイ歳入法の下で移転価格税制の特定の側面の適用に関するルールとガイダンスを

提供する二つの財務省令（MR）を公表しました。 

 

- MR369 : 関連者間で行われた独立企業間では通常行われない商業的または財務的取り決

めにより利益が移転された場合の収益及び費用の調整 
- MR 370：移転価格開示フォーム及び移転価格文書の作成義務を免除される収益額の基準

値の確認 

 
独立企業間では通常行われない取引価格の調整 

 

タイ国歳入法典の第 71条の 2では、複数の関連者が独立企業間の価格設定とは異なる商業的ま

たは財務的な取り決めを行っている関連者間取引において、当該関連取引の収益または費用を

調整する権限を歳入局職員に与えています。この規定は OECD の移転価格ガイドラインと一致し

ており、関連者間取引の価格設定を決定する指針として独立企業原則が使われています。要す

るに、独立企業原則の下では、関連者間取引であっても各々の関連者が独立企業として商取引

を行うように、取引価格が設定されるべきです。 
 
MR369 は、第 71 条の 2 において、関連当事者間で独立企業間取引では通常行われない取引によ

り利益移転があったのか否かを判断するためのガイダンスを提供しています。 

 

当該 MRでは「商業的または財務的な取り決め」を次のように定義しています。 
 

「書面による証拠の有無に拘わらず、製品やサービスの購入や販売、マーケティング、広告、

その他の商業活動、または、借入、金融支援、金融協力、その他の金融関連活動に関連する条

件、取り決めまたは契約」 
 
第 71 条の 2 において、独立企業取引では通常行われない関連者間の利益移転とは、以下の特徴

があれば明らかです。 

 

- 関連者間取引が、独立企業間取引であれば合意されたであろう商業的または財務的取引とは

大きく異なる取り決めが存在している 

- このような取り決めは、結果として、次のいずれかのメカニズムを介して利益を移転します 

 



 商品やサービスの価格（商品やサービスの条件や支払方法を含む）が、同じ状

況下で独立した法人やパートナーシップ（法人等）が請求する同種商品やサー

ビスとの価格と異なる 

 利息、金融サービス料その他の金融費用の受取または支払が、独立した法人等

の間で行われる同種の取引と異なる 

 その他の収益または支出のうち、独立した法人等の間で行われる同種の取引と

異なる 

歳入局職員は、関連当事者間の取引のうち、独立企業間では通常行われない取引については、

以下をベンチマークを参考にして収益または費用の調整額を決定します。 

- 関連者である法人等と独立企業との間で行われた同一取引の情報（通常は、「内部比較対象

取引」と呼ばれます） 

- 内部比較対象取引がない場合、独立企業間で行われる同一取引の情報（通常は、「外部比較

対象取引」と呼ばれます）。これらの取引は、タイ国内またはタイ国外で行われるものもあ

れば、タイの法律または外国の法律に基づいて設立された法人等の間で行われることもあり

ます。この規定は、タイ歳入局が一定の状況下では外国の比較対象企業を認める可能性があ

ることを示唆しています。この件に関しては、更なるガイダンスが公表されることが期待さ

れます。 

重要なことは、これらのMRは、歳入庁長官が当該MRの適用について更なるガイダンスの発行を

具体的に規定していることです。  

歳入局職員が調整した収益または費用は、第 65 条で規定される法人税目的の課税所得の計算、

または第70条で規定される源泉徴収税目的の課税額の計算、または第70条の 2で規定される利

益送金税目的の課税額の計算のために使用されます。 

免除となる基準値 

 

タイ歳入法典入第 71 条では、関連者を有する法人等は、年次の移転価格開示フォームを作成

し、提出することが義務付けられています。 その後、定められた一定の期間内に、これら法人

等は歳入局職員から移転価格文書の提出を要求されることがあります。 

 
MR370 では、年間収益が 2億バーツを越えない企業等は、第 71 条で規定する年次の移転価格開

示フォームと移転価格文書を提出する必要がないと規定しています。 

 

移転価格税制に関連して、移転価格文書に記載が求められる事項及び許容される移転価格算定

方法を含む追加のガイダンスが公表されることが期待されます。 追加のガイダンスが公表され

た際には、皆様にお伝えします。 
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