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タイ国内閣による土地建物税法案の承認
タイ国内閣は、財務省から提出された土地建物税法案を承認しました。地方税である開発
税に取って代わり 2017 年 1 月 1 日から適用される同法の特徴は以下のとおりです。
-

納税義務者は、土地、建物、コンドミニアム ユニットの所有者、および政府の土地あ
るいは建物を占有している者とする。

-

課税標準は土地および建物の価値を基に計算され、使用期間に応じた減価償却を考慮
するものとする。

-

適用される税率は土地および建物の使用状況により以下のとおりとする。

農業用

税率 (%)
0.2

居住用

0.5

商業用および産業用

2

未使用

5

使用目的

上記税率は上限税率で、実際に適用される税率は軽減される見込み。
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-

農業従事者および住居を所有する個人の租税負担を軽減するため、農業用および居住
用の土地ならびに建物で価値が 5 千万バーツ以下のものは課税対象外とする。

-

一定の類型に該当する土地および建物（例えば、コンドミニアム法に基づく共用資産
および住宅団地のためのインフラストラクチャーとして使用される土地）は免税とす
る。

土地建物税法案は現在、立法手続きを進めるため立法議会に送られています。

大学生に支払われる記帳業務に係る賃金の二重控除
勅令 No. 607 は、2016 年から 2018 年までの会計期間中に記帳業務のために大学生に支払わ
れる賃金に係る費用の 200% 控除を認めています。ただし、土地を除く総資産額が 2 億バ
ーツ以下、かつ従業員数が 200 人以下の法人にのみ適用されます。

不動産ファンドに対する免税措置の廃止
1997 年の金融危機のため、タイ国の法令は 不動産事業部門の立ち直りを手助けする目的で
不動産ファンドに対して、物品の販売、役務の提供、収益および契約の実行に係る VAT、
特定事業税および印紙税を免除してきましたが、現在、不動産事業は回復し免税措置はも
はや必要なくなっています。そこで、不動産ファンドに対する免税措置を廃止するための
勅令 No. 608、609 および 610 が公表されました。

セミナー/研修費用の二重控除
勅令 No. 611 は、法人またはパートナーシップがその従業員のために 2016 年中にタイ国内
で行ったセミナー/研修に関連する費用（セミナールームの使用料、宿泊費、交通費、およ
びその他の費用）、あるいは当該セミナー/研修のためにツアーオペレーターに支払った費
用の 200%控除を認めています。
歳入局長通達 No. 267 は当該控除に関するルールを定めています。例えば、セミナー/研修
の目的が従業員の知識を高めることで事業にとって有益である場合、法人またはパートナ
ーシップは当該セミナー/研修の企画をサポートし、当該セミナー/研修がタイ国内で行われ
たことを証明する書類等を保存しなければなりません。

IHQ に対する特定事業税の免除
勅令 No. 612 は、国際統括会社 (International Headquarters: IHQ) に対して、関連企業に財務管
理業務を提供することによって生ずる所得に対する特定事業税を免除する旨を規定してい
ます。当該免税措置は 2015 年 5 月 2 日に遡って適用されます。

最高裁判所の判例
BOI 投資奨励企業の税務上の欠損金の控除
A 社はタイ国投資委員会から投資奨励を受け、税務恩典（8 年間の法人所得税の免除）を享
受していました。法人所得税の免税期間中に生じた欠損金は免税期間終了後 5 年間、利益
と相殺することが可能でした。また、A 社は免税期間終了後 5 年間、法人所得税が 50%軽
減されていました（法人所得税の減税期間）。なお、A 社は投資奨励事業と非投資奨励事
業の双方を営んでいました。
A 社は免税期間を通じて損失を計上していましたが、減税期間中は利益と損失を計上して
いました。
A 社は免税期間中に生じた欠損金を減税期間に生じた利益と相殺して課税所得金額を計算
していたため、納付税額は生じませんでした。しかし、税務当局は、減免税の対象となら
ない事業から生じた利益と免税期間中に生じた欠損金を相殺する前に減税の対象となる事
業から生じた利益と損失を相殺しなければならないとの立場を採りました。その結果、免
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税期間終了後 5 年間が徒過してしまったため、A 社は免税期間中に生じた欠損金を使用する
ことが出来ませんでした。
最高裁判所は、A 社の課税所得金額の計算方法は歳入局告示および租税委員会採決に基づ
く欠損金の相殺手続きに従っていないため、税務当局の立場を支持するとの判決を下しま
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

中島

03

滋

中西

康智

ダイレクター

マネージャー

Ext. 11676

Ext. 13531

Darika Soponawat
Business Tax (Japanese Services Group)
& Indirect Tax
Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40115
Email: dsoponawat@deloitte.com

Korneeka Koonachoak
Business Tax (Business
Model Optimization)
Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40122
Email: kkoonachoak@deloitte.com

藍原

Ext. 13399

Anthony Visate Loh
Business Tax & Indirect Tax,
Legal Services
Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40112
Email: aloh@deloitte.com

Dr. Kancharat Thaidamri
Transfer Pricing & Business Tax
Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40118
Email: kthaidamri@deloitte.com

雄一朗

日本国公認会計士
マネージャー

Mark Kuratana
Global Employer Services
Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40125
Email: mkuratana@deloitte.com
Stuart Simons
Transfer Pricing & Customs Services
Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40135
Email: ssimons@deloitte.com
Wanna Suteerapornchai
Business Tax (M&A) & FSI
Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40144
Email: wsuteerapornchai@deloitte.com
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