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年末の経済活性化のための租税措置
財務省省令 No. 333が2017年11月10日に公表され、2017年11月11日から同年12月3日までの期間にVAT（付加価値税）登録
事業者から購入する商品やサービスの対価について最高15,000バーツまでの金額を個人所得税の計算から控除することが認めら
ています。当該控除は年末の消費を刺激することを目的としており、以下の要件を満たす場合に適用されます。



商品やサービスは上記期間内に購入されたものでなければならない。当該控除を適用する納税者は、商品やサービスの対
価が実際に支払われたことを証明する正式な税額票を保管しなければならない。
当該控除の対象となる商品やサービスは7%のVATの対象となる国内消費で、歳入局長が定めた規定、手続き、要件に合致
しなければならない（ただし、酒、ビール、ワイン、タバコ、車両、バイク、船舶、ガソリン、車両用の天然ガス、旅行
業者およびツアーガイド事業者を管理する法律に基づく旅行会社に支払われるサービス料、ホテル事業を管理する法律に
基づく宿泊業者に支払われる宿泊費を除く）。

FATCA（米国外国口座税務コンプライアンス法）関連法令の施行
FATCA（米国外国口座税務コンプライアンス法）の履行のために2016年3月4日にタイ国と米国との間で締結された情報交換協約
に基づき、両政府間で国際租税コンプライアンスを改善する目的でFATCAを2017年10月19日から発効させる法令が公布されてい
ます。当該法令は一定の法人（例えば、金融機関、証券会社、保険会社など）に対して、後日公表される財務省省令に定める要件
に基づきタイ国の権限のある当局に財務情報を報告することを義務付けています。当該情報は米国の権限のある当局と共有されま
す。
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ターゲット産業のための租税措置
タイ国内閣は、ターゲット産業のための競争力強化基金から拠出された助成金について法人所得税を免除するとする勅令の草案を
承認しました。当該免税措置は2017年2月14日以降に稼得した所得に遡及して適用されます。
付加価値税の軽減税率適用期間の延長
勅令 No. 646が2017年10月2日に公布され、同1日に遡及して付加価値税 (VAT) の軽減税率 (7%) 適用期間が1年間延長されま
した。これにより、本則の10%から引き下げられた軽減税率は2018年9月30日まで適用されます。

洪水被災者への寄附
勅令 No. 645が2017年10月2日に公布、同3日から適用され、2017年7月5日から同10月31日までの間に政府機関、慈善組織、
公的慈善団体、寄附の窓口となっている企業もしくは法人に対して行われた洪水被災者のための寄附金について 150%の控除が認
められています。当該控除は、すべての要件を満たすことを条件に、個人所得税の納税義務者、ならびに法人およびパートナーシ
ップに認められています。

（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://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 - 034 - 0000
Ext. 40119
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中島

雄一朗

藍原

滋

日本国公認会計士
マネージャー

ダイレクター

Ext. 13399

Ext. 11676
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Anthony Visate Loh
Business Tax & Indirect Tax,
Legal Services
Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40112
Email: aloh@deloitte.com

Mark Kuratana

Darika Soponawat

Stuart Simons

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

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

Global Employer Services
Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40125
Email: mkuratana@deloitte.com

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

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