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個人所得税率の引き下げ
2013年および2014年分の個人所得税の税率を引き下げる勅令 No. 575が公表されました。
勅令 No. 575 (B.E. 2556) に基づく新税率
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新たなタックス・インボイスの様式の適用の延期
付加価値税 (VAT) に関する歳入局長通達 No. 194 – 197 により、当初、2014年1月1日以降、物品の販売
あるいは役務の提供を行うVAT登録事業者は、タックス・インボイス、クレジット・ノート（貸方票）、
デビット・ノート（借方票）、およびインプット/アウトプット・VATレポート作成時に、物品/役務の購
入者の納税者番号 (Tax I.D.)、および物品の販売者/役務の提供者の本店または支店の所在地を記載しなけ
ればならないとされていましたが、同歳入局長通達 No. 199 – 202 により、上記新ルールの施行日は2015
年1月1日に延期されました。

金融機関等の事業統合に関する租税措置
生命保険会社、生命保険以外の保険会社、商業銀行、金融会社、およびクレディ・フォンシェ会社（住宅
金融会社）間の事業統合（合併あるいは全部営業譲渡）においては、生命保険会社、生命保険以外の保険
会社および金融機関等の事業を統制する法律に基づく引当金は、税務上、課税所得金額に含める必要があ
るため膨大な税負担が生じ、その結果、事業統合の妨げとなっていました。タイ国政府は、これらの会社
の事業統合を促進するために、以下の勅令を公布しました。
勅令 No. 573 は、生命保険会社、生命保険以外の保険会社、商業銀行、金融会社、クレディ・フォンシェ
会社間の事業統合が行われた場合、被合併会社（合併の場合）および事業譲渡会社（全部営業譲渡の場
合）に対して、当該事業統合が行われた事業年度において計上した保険料および貸倒に係る引当金に対す
る法人所得税の免除を認めています。
勅令 No. 574 は、法人所得税の計算上、損金に算入できない費用について以下のとおり規定しています。
 新会社（合併の場合）もしくは事業譲受会社（全部営業譲渡の場合）が計上する保険料に係る引当
金で、被合併会社もしくは事業譲渡会社が計上した引当金と相等しいもの。生命保険以外の保険会
社の場合には、事業統合が行われた事業年度の翌事業年度に計上した引当金は損金不算入となる。
 新会社（合併の場合）もしくは事業譲受会社（全部営業譲渡の場合）が計上する貸倒引当金または
貸倒損失で、被合併会社もしくは事業譲渡会社が計上した引当金等と相等しいもの。
 商業銀行、金融会社、クレディ・フォンシェ会社がそれらの事業を統制する法律に基づいて計上す
る貸付金の消却に係る費用で、被合併会社もしくは事業譲渡会社が計上した費用と相等しいもの。
上記の取り扱いは、2013年12月24日から適用されます。
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関係会社間および従業員への貸付に係る特定事業税の免除
勅令 No. 571 は、以下の取引について特定事業税を免除することを規定しています。
 商業銀行、金融会社、クレディ・フォンシェ会社が営む事業を行っていない会社間で行われる関係
会社間貸付、通常の利率に代えて金融事業者を統制する法律に基づく金融事業者が発行した為替手
形に対する支払いや当該金融事業者への預入
 会社やパートナーシップの従業員にローンを提供するプロビデント・ファンドやこれと同等のファ
ンドのポリシーに基づき従業員に提供した貸付金に係る利息
これらは、2012年1月1日から適用されます。

自然災害に関連した政府からの補助金に対する免除措置
勅令 No. 570 は、2011年1月1日以降に、洪水、嵐、火災などの自然災害の恒久的防止に関連して受領す
る政府からの補助金について、財務大臣の承認の下、歳入局長官が定めたルール、手続きおよび要件を満
たす場合、個人所得税および法人所得税を免除することを認めています。しかし、当該補助金の受領者
は、タイ国内の自然災害のために支払った金額（当該補助金と相等しい金額）を損金に算入することはで
きません。

国外で催される展示会費用の200％控除
勅令 No. 569 は、法人あるいはパートナーシップが国外で催される展示会に係る費用を控除するための要
件を規定しています。2013年1月1日から2014年12月31日までに開催される展示会、フェスティバルもし
くは国外での展示会のために2013年1月1日から2014年12月31日までに支払った賃借料、建設費用、保険
料、展示会等で使用される物品や機器の輸送費用や搬送費用については、200%の控除が認められます。
当該控除を受けようとする法人やパートナーシップは、これらの展示会、フェスティバル、国外での展示
会への参加証明書を政府機関から取得し、歳入局長官が定めたルール、手続きおよび要件を満たさなけれ
ばなりません。

不動産等の使用から生じる所得に対する免税措置
財務省省令 No. 301 は、2013年1月1日以降に、国家権力の合法的な行使による不動産の使用や保有、あ
るいはいかなる資産からの利益に関連して生じた損害や損失に対して受け取った補償金、報酬、その他類
似の所得に対する個人所得税の免除を規定しています。

歴史的建造物等の補修のための寄附
財務省省令 No. 302 は、史跡、歴史的建造物、歴史的工芸品および国立博物館に関する法令に基づく史
跡、歴史的建造物、歴史的工芸品の補修のために文化省芸術局に対して行った寄附について、個人所得税
の計算上、控除することを認めています。しかし、当該寄附金の他に寄附金がある場合には、他の寄附金
と併せて、経費控除および所得控除後の正味所得金額（寄付金控除前）の10%相当額が控除の上限となり
ます。当該措置は、2014年に申告する2013年分の所得から適用されます。

（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://www.deloitte.com/view/en_TH/th/services/tax-andlegal/6918742d4c573410VgnVCM3000003456f70aRCRD.htm
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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 6 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。
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