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BOI から投資奨励を受けている企業の税務上の欠損金の控除
タイ国財務省は 2016 年 6 月 16 日、タイ国投資委員会 (“BOI”) により「投資奨励企業」
と認められている企業に対して法人所得税の申告および納付期限を延長するとするガイド
ラインを公表しました。当該延長は、最高裁判所判決 No. 15345/2558 による投資奨励企
業の納税負担を軽減するためのものです。
タイ国における投資奨励企業は、「投資奨励事業」について法人所得税の免除が認められ
ています。しかし、そのような企業の多くは非投資奨励事業も営んでいます。BOI とタイ
国税務当局が異なる解釈を採用していたため、投資奨励企業が投資奨励事業と非投資奨励
事業の双方を営んでいる場合に課税利益金額（あるいは損失金額）を如何に算出するかと
いう問題が生じていました。
最高裁判所の判決前においては当初、企業はその非投資奨励事業の課税利益金額の計算に
あたり、すべての投資奨励事業から生じた利益/損失を集計しその正味損失金額を非投資奨
励事業から生じた利益金額と相殺していました。しかしその後、ある投資奨励事業から生
じた損失を他の投資奨励事業から生じた利益と相殺することなく、当該損失を非投資奨励
事業から生じた利益と相殺し課税利益金額を計算するように変更していました。その結果、
企業は、法人所得税額の計算上、より多額の損失金額を非投資奨励事業から生じた利益金
額から控除することができました。BOI はこの計算方法を認めていましたが、税務当局は
認めず、企業はまず投資奨励事業から生じた利益/損失を相殺し、その上で損失が残る場合
にのみ当該損失を非投資奨励事業から生じた利益金額から控除することができるという立
場を採りました。
納税者に対する判決の中で最高裁判所は、投資奨励法の規定は法人所得税額の計算方法に
ついて触れておらず、したがって、投資奨励企業の法人所得税額の計算は歳入法の規定に
従って行われなければならず、また、投資奨励法の規定は歳入法に優先するものではない
ため、歳入法に基づく課税は有効であるとしました。
最高裁判所の判決は上述の計算方法を使用していた多くの企業に影響するため、財務省か
ら公表された申告および納付期限の延長は、投資奨励事業と非投資奨励事業の双方を営ん
でいる投資奨励企業の納税負担を緩和する狙いがあります。延長の恩恵を受けるためには、
以下の要件を満たしていなければなりません。
• 召喚状が発行され、あるいは税務調査を受けておらず、また、裁定委員会への不服申
し立て、あるいは租税裁判所に提訴していないこと。
• 租税委員会採決 No. 38/2552 に定められているように、同一課税期間における投資
奨励事業と非投資奨励事業の双方から生じたすべての所得および費用を投資奨励事業
の正味利益/損失金額の計算に含めていないこと。
• 事案が不服申し立てあるいは訴訟手続き中である場合には、裁定委員会への不服申し
立てあるいは租税裁判所への提訴を取り下げること。なお、裁定委員会あるいは租税
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裁判所が認めた場合に限り、投資奨励事業と非投資奨励事業から生じた所得の計算に
関連する事案のみ取り下げること。
• 法人所得税の申告および納付を 2016 年 6 月 15 日から 2016 年 8 月 1 日までの期間
中に行うこと。
• 企業が既に法人所得税、加算税（ペナルティ）および延納税（サーチャージ）を納付
し、還付請求期間が徒過している場合には、加算税および延納税の還付請求期限は
2016 年 8 月 1 日まで延長される。

（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、原文（タイ語）をご参照ください。
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/th/Documents/tax/th-tax-alert-th-210716.pdf

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 8 名が常駐しております。
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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