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付加価値税 (VAT) の軽減税率 (7%) の適用期間の延長
タイ国内閣は、付加価値税率の軽減税率 (7%) の適用期間を2017年9月30日まで1年間延長すること
を承認しました。
資本的支出の二重控除
現行の法律では、2016年12月31日までに取得し事業の用に供することが可能な様々な事業用資産に
係る資本的支出の二重控除を認めています。勅令 No. 622 は、2016年12月31日以降に取得もしく
は事業の用に供することが可能な建物および機械装置について「2016年12月31日」の期限を撤廃し
ています。
社会的企業に対する租税措置
勅令 No. 621 は、地元の雇用を増加し地域の社会的あるいは環境的な発展を促進することを目的と
する社会的企業に対して以下の税務恩典を付与しています。
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•

各会計年度において、配当金を支払うことなく、農業従事者、貧困者、障害者、恵まれない
個人あるいはその他の公的利益のためにそのすべての利益を投資もしくは使用する社会的企
業に対する法人所得税の免除

•

法人による社会的企業の普通株式への投資額の全額を控除

•

社会的企業に寄附もしくは無償で譲渡した資産（現金含む）の額の控除（ただし、慈善また
は公益のための寄附金と併せて、寄附を行った法人の利益の2%相当額を上限とする）
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上記の税務恩典を享受するためには、社会的企業が申請書を歳入局長に提出し社会的企業としての承
認を受けるとともに、歳入局が指定するその他の政府機関により認証されなければなりません。
債務の再編に関する租税の免除
勅令 No. 623 は、タイ国中央銀行により策定され2015年1月1日以降に実行された債務の再編策に
基づく金融機関による債務免除について、法人および個人債務者に対して所得税の免除を認めていま
す。
不動産の譲渡に係る所得の認識
タイ国歳入局は、会計基準に合致させるために不動産の譲渡から生ずる所得を所有権の移転時に認識
するよう上場企業に求めています。歳入局規則 No. Taw. Paw. 262/2559 は、非上場企業でかつ上
場企業である親会社と連結財務諸表を作成する子会社に対しては、当該子会社が税務上その他の所得
の認識方法を適用している売上に係る所得を除いて、不動産の譲渡から生ずる所得を所有権の移転時
に認識することを認めています。
みなし配当に関する最高裁の判決
タイ法人である A 社は、同じくタイ法人である B社および C社の株式を保有する外国法人株主に所有
されていました。A社、B社およびC社が解散を届ける前に、A社には101.7百万バーツの留保利益が
あり、そして(i) 2.1百万バーツの配当を当該国外株主に支払い、(ii) B社およびC社には株主ローン
の返済のために99百万バーツを寄附しました。
最高裁判所は、A社はタイ国の源泉税を回避するために株主に留保利益（配当金）を支払っていない
とみなし、したがって、当該国外株主は A 社から B社および C社に支払われた寄附金相当額の利益を
受け取っているとして、A 社は当該支払に対して 10%の税率で源泉税を納付する義務があるとしま
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。
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