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๖
経済特区（

）に対する

年間の法人所得税の免除

タイ国財務省は、国家平和秩序評議会
が定めた つの経済
特区に所得税の免除という形で優遇制度を導入することを検討しています。該当する地域は、ターク県
メーソット地区、サケーオ県アランヤプラテート地区、トラート県クローンヤイ地区、ムックダーハー
ン県、およびソンクラー県サダオ地区です。当該優遇措置は、現在
（
）が
への投資を促進するために認めているもの（例えば、 年間の法人所得税の免除
およびその後
年間の
減税）よりさらに優遇されたものとなっています。

負の所得税に関する研究
タイ国財務省財政政策局は、負の所得税についての研究論文を公表しました。当該論文に記されている
提案によると、政府が低所得者（年間所得が 万バーツ未満の個人）に年間所得の
相当額の給付金
を支給するとしています。給付金は所得が上がるに連れて減額され、年間所得が 万バーツに達したと
ころでゼロになります。当該提案が承認された場合、政府は、個人所得税の申告書に記載された情報を
もとに、個人が当該給付金の支給対象になるか否かを判断することになります。

歳入局のルーリング
関係会社に対する保証に係る特定事業税
社は 社の主要株主で、 社とは役員を共有しています。 社は金融機関に借入を申請しましたが、借
入の条件の一つとして、 社が借入金全額の保証人になることが要求されました。 社は、通常業務と
して保証業務を請け負っていません。 社は当該保証が特定事業税
の対象となるか、タイ国歳入
局に確認しました。
タイ国歳入局は、もし当該保証が当該関係会社に対して一度のみで（他の関係会社に対して行っていな
い）、通常業務の一環として保証業務を行っておらず、また借入に際しての金融機関からの要件である
ならば、 社は
の対象にならないと回答しました。すなわち、本件における保証は、商業銀行の通
常の業務に類似したビジネスとは取り扱われず、よって
の対象にはならないとしました。
しかしながら、もし借入金の返済期間が延長され 社が保証人の期間延長に合意した場合、 社は商業
銀行の通常の業務に類似したビジネスを行ったとみなされ、
の対象になります。
さらに、もし 社が 社に保証料を請求した場合には、たとえ 社が他の者に対して保証業務を行ってお
らず、今回一度だけであっても、商業銀行の通常の業務に類似したビジネスを行ったとみなされ、
の対象になるとしました。

先物取引の投資家を保護するファンド
タイ国証券取引委員会との合意に基づき、 社は先物取引を行う投資家を保護するファンドを設立しま
した。ファンドに参加するために投資家（メンバー）に請求されるフィーおよびその後のあらゆる拠出
金は、ファンドの規約に明記された規準および手続きに従ってメンバーから集められます。資産運用と
ファンド解散時のメンバーへの資産配分はファンドの規約に基づいて行われます。
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タイ国歳入局は、 社が（ファンドの規約に基づいて）メンバーをやめた投資家には返還しない権利を
有し、あるいはファンドが投資を目的に使用できるフィーおよび拠出金は、 社の法人所得税の計算上
益金に算入しなければならないとしました。しかしながら、付加価値税（
）の計算に際しては、こ
れらは物品の販売もしくはサービスの提供から生じた所得とは考えられないため、
の課税ベースに
含める必要はないと回答しました。
メンバーからの拠出金の運用から生じた利子は 社の所得としてみなされ、法人所得税の計算上益金に
算入しなければなりません。また、 社の資産運用活動から生じファンドメンバーに支払われる利益
は、 社の法人所得税の計算上損金に算入され、タイ国歳入法上、源泉税を控除する必要はありませ
ん。

（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。

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 5 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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