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観光業を促進するための租税措置

タイ国内閣は、タイ国内観光業を促進するためにタイ国財務省から提案された つの税制案を承認しま

した。

 タイ国内セミナー 研修に係る費用（セミナー 研修会場の賃料、宿泊費、交通費、その他法人所得

税の計算上セミナー 研修に係るものとして計上される費用）の 控除

 バーツを上限とする個人からツアーガイドに支払われるツアーガイド費用およびタイ国内

旅行のホテル宿泊費の控除

上記措置は、その施行日から 年 月 日まで適用されます。

普通パートナーシップおよび人的団体に対する税制

タイ国内閣は、タイ国財務省から提案された勅令を修正する法令を承認し、普通パートナーシップおよ

び人的団体に対する税務上の取り扱いを明確にしました。 年 月 日から適用される新しい規定に

よると、普通パートナーシップおよび人的団体は、正味所得金額の計算の際、一定率の控除に代えて、

必要かつ適切な費用を控除することが要求されます。当該所得金額は、各パートナーもしくは構成員に

配分されます。

普通パートナーシップに利子、配当、および商取引目的での取得ではなく相続により取得した不動産の

譲渡から生じた利益があり、すでに源泉税が控除されている場合、当該パートナーシップはこれらの所

得をその他の所得と合算して年末の税額計算に含めなければなりません（現行の規定では、これらの所

得は年末の税額計算から除外されています）。しかし、人的団体の場合、各個人は当該所得を年末の税

額計算から除外することを選択できます。

軽減所得税率の適用期間の延長

年および 年に個人所得税および法人所得税の税率が引き下げられたのに続き、現在の経済状

況の下、納税者の負担を軽減するため、 年についても軽減税率を維持するとする つの勅令が公表

されました。

 勅令 により、以下の個人所得税率が 年についても延長適用されます。

課税所得金額 税率

 勅令 により、 年 月 日から 年 月 日までに開始する事業年度については、

現行の の税率が延長適用されます。

๖ 
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機械装置の改善を促進し研究開発を奨励する措置

（タイ国投資委員会）は、エネルギーの消費抑制、代替エネルギーの使用、および技術 機械装置

の環境への影響を軽減することを目的として、製造業者（ 奨励事業者か否かを問わない）に対して

既存の技術や機械装置の改善および改良を奨励し、また、研究開発を奨励しエンジニアリングデザイン

を推進させる措置を公表しました（ 布告 「生産効率の改善を推進するための措置」）。

当該布告の内容は以下のとおりです。

 申請者に対して、エネルギー消費の抑制、プロジェクトでの代替エネルギーの使用、もしくは明

記された基準や比率で環境への影響を軽減することを目的とした機械装置の性能向上もしくは交

換のための投資計画の提出を容認する。

 申請者に対して、明記された基準に従って生産効率向上を目的とした機械装置の性能向上もしく

は交換のための投資計画の提出を容認する（例えば、効率性を向上するための生産ラインの自動

化など）。

 申請者に対して、明記された基準に従った研究開発もしくは先進的なエンジニアリングデザイン

に係る投資計画の提出を容認する。申請者は、申請書の提出日以降、最初の 年間の総収入金額の

以上を研究開発もしくは先進的なエンジニアリングデザインに投資しなければならない（中小

企業 の場合は 以上）。

各プロジェクトへの最低投資金額は、土地代および運転資金を除き、最低 万バーツ（ の場合に

は 万バーツ）とされています。

当該措置の恩典には、ゾーンに拘わらない機械装置の輸入関税の免除、および既存のプロジェクトから

生じる所得に対する 年間の法人所得税の免除（当該措置に基づく投資金額（土地代および改善プロセ

スのための運転資金を除く）の を限度）が含まれています。申請書は 年 月 日までに提出

され、投資奨励証書発行日から 年以内にプロジェクトが実行されなければなりません。

（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。

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、 （ ）は、 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 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 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。

鈴木 基之 宮下 淳 中島 雄一朗 藍原 滋 中西 康智

日本国公認会計士 日本国公認会計士 日本国公認会計士 日本国税理士

パートナー シニアマネージャー マネージャー ダイレクター マネージャー

 

 

 

 

 

 

 

http://www.deloitte.com/view/en_TH/th/services/tax-and-legal/d13113c8138a9410VgnVCM2000003356f70aRCRD.htm
http://www.deloitte.com/view/en_TH/th/services/tax-and-legal/d13113c8138a9410VgnVCM2000003356f70aRCRD.htm
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