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新たな移転価格法案 

 

タイ国内閣はタイ国歳入法の移転価格ルールに基づく新たな文書報告要件を定めた閣議案を公表しました。新たな規定の主な内

容は以下のとおりです。 

 関連者との取引を行う納税者は、各事業年度の関係会社間取引金額と併せて当該関連者との関係を示す報告書を作成し

なければならない。当該報告書は歳入局長が規定する様式で作成し調査官に提出しなければならない。その所得金額が法令

に定める一定の金額（30百万バーツ以上）に満たない法人は、当該報告義務が免除される。 

 税務調査官は関連者間取引の所得および費用の額を調整する権限を有する。 

 税務調査官は納税者に対し、関連者間取引を分析するための追加資料の提出を書面で要求することができる。当該追加資

料の提出に係る要求は、移転価格報告書の提出後5年以内に行うことができる。 

 

二次観光地域での観光を促進するための租税措置 

 

タイ国内閣は法人が二次観光地域内で観光や研修セミナーを行うことを奨励する勅令案を承認しました。勅令案の主な内容は以

下のとおりです。 

 法人所得税の計算上、指定された二次観光地域もしくは観光スポーツ省が指定するその他の地域で従業員研修セミナーを開

催するために生じた費用（例えば、セミナールーム費、宿泊費、交通費、その他セミナーに関連する費用）の二重控除を認め

る。当該二重控除は観光事業法に基づく観光事業者に支払う費用にも適用される。 
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 個人所得税の計算上、2018年中に二次観光業地域への旅行のためにツアー事業者およびツアーガイドに関する法律に基づく

観光事業者に支払われるサービスフィー（ホテルでの宿泊およびホームステイに係るのサービスフィーを含む）の実費について、

15,000バーツを上限に控除を認める。 

 

タイ人の出生率を向上させるための租税措置 

 

タイ国内閣はより多くの子供を持つことを奨励する租税措置を含む法案を承認しました。当該法案では以下の恩典が認められま

す。   

 2018年以降に生まれた第二嫡出子について、納税者もしくはその配偶者に年3万バーツの追加控除を認める。 

 2018年1月1日以降に生じた出生前の検診費用もしくは出産費用について、納税者もしくはその配偶者に上限6万バーツの控

除を認める。  

 2018年1月1日から2020年12月31日までの期間に開始する事業年度において法人等がその事業所内に育児施設を設け

た場合、その設置のために要した費用について100%の追加控除（上限100万バーツ）を認める。 

 

公的医療機関への寄附に対する二重控除 

 

タイ国内閣は公立病院、公的教育機関、その他政府機関およびタイ国赤十字社が保有する病院への寄附を奨励する措置を含む

勅令案を承認しました。当該勅令案では、2018年1月1日以降に行われる寄附に対して以下の恩典が適用されます。   

 個人所得税の納税者は上記病院への寄附金について二重控除を申告できる。ただし、教育促進のための寄附を併せて行った

場合には、合計控除金額は経費および所得控除後の課税所得金額の10%を超えないものとする。 

 法人およびパートナーシップは現金および現物での寄附について二重控除を申告できる。ただし、教育促進のための寄附および

特定の公的慈善団体への寄附と合算される場合には、合計控除金額はタイ国歳入法 Section 65 ter (3) に規定される

公的寄付金控除前の課税所得金額の10%を超えないものとする。 

 上記病院への寄附に伴う資産の譲渡あるいは物品の販売から生じた所得については、個人所得税、法人所得税、付加価値

税、特定事業税および印紙税を免除する。 

 

障害者の雇用促進 

 

タイ国歳入局は、法人所得税の計算上、障害者の雇用に関連して生じた費用の200%-300%の控除を認めるという勅令に規定

される税務恩典を適用するためのガイダンス（歳入局通達No. 156/2561）を公表しました。  

 
 
（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 
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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。 

小口 誠司 中島 雄一朗 藍原 滋  

日本国公認会計士 日本国公認会計士   

パートナー マネージャー ダイレクター  

Tel: 02 - 034 - 0153 
 

Tel: 02 - 034 - 0000 
Ext. 13399 

Tel: 02 - 034 - 0000 
Ext. 11676 
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