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BOI投資奨励企業のための申告期限の延長
複数のBOIプロジェクトを営む法人の税務上の損失の相殺にまつわる議論の後、最高裁判
所は、BOI投資奨励企業はまずそのすべての奨励プロジェクトから生じた利益/損失を合算
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から控除す
ることができるという判決を下しました。その結果2016年6月16日付の財務省布告が公布
され、上記の計算方法を採っていなかった法人の法人所得税の申告期限が2016年8月1日
まで延長されました。
当該申告期限はタイ国家平和秩序評議会命令 No. 45/2559 により2016年8月15日まで延
長され、上記判決に拘束される法人に適用されます。
長期エクイティファンド (LTF) に係る優遇税制の改正
勅令 No. 317 は、長期エクイティファンド (LTF) への投資に係る個人所得税の所得控除
に関する新たな規定を設け、最低保有期間を5年から7年に引き上げました。
緊急勅令に基づく登録事業者の申告期限
過年度の所得金額が500 百万バーツを超えない登録企業に対して過年度の税務調査を免除
するとする緊急勅令が公布された後、タイ国歳入局は2015年度の法人所得税の申告書
(PND. 50) を2016年5月29日までに提出するよう注意するガイダンス No. 5 を公布しま
した。もし上記期日までに申告書が提出されていない場合には2016年8月31日まで申告す
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ることができますが、ペナルティ、サーチャージおよび罰金が科されます。上記両期限を
遵守できなかった場合には税務調査の免除が取り消されます。
適格資本的支出に関するルール
勅令 No. 604 は、適格資本的支出について100%の追加控除を認めるルールを定めていま
す。歳入局長通達 No. 270 は、建物の建設に関連する資本的支出の控除について特別なル
ールを定めています（例えば、建物の建設や改修の発注は2015年11月3日から 2016年12
月31日までの期間中になされなければならない）。
旅行費用の控除
財務省省令 No. 316 は、ツアー業者へのサービスフィーやホテルの宿泊費について、当該
費用が2016年1月1日から2016年12月31日までの期間に実際に支払われた場合に限り、
個人所得税の計算上、15,000バーツを上限として所得控除を認めるとしています。
最高裁判所の判例
損金不算入とされる関税のペナルティおよびサーチャージ
A社はタイ国内で販売するために物品を輸入しましたが、タイ国関税局から当該物品の関税
評価額が過少申告であったと指摘されました。A社は追加の関税、ペナルティおよびサーチ
ャージを納付し、その合計額を法人所得税の計算上損金に算入しました。タイ国税務調査
官は当該ペナルティおよびサーチャージの損金算入を否認しました。
最高裁判所は、A社は租税回避を目的として意図的に当該物品の関税評価額を過少申告した
もので、従って、関税のペナルティおよびサーチャージはその事業目的で生じた費用とは
見なされず、当該金額は法人所得税の計算上損金には算入できないとしました。

（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://www2.deloitte.com/th/en/pages/tax/articles/tax-newsletters.html

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。

惣田

一弘

日本国公認会計士
パートナー
Tel: 02-676-5700
Ext. 5085

02

中島

雄一朗

藍原

滋

中西

康智

日本国公認会計士
マネージャー

ダイレクター

マネージャー

Ext. 13399

Ext. 11676

Ext. 13531
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