
Tax & Legal Services Newsletter 

 

01 

 
 

Tax & Legal Services Newsletter 

 

医療保険料控除 
 

財務省省令No. 334 は、2017年1月1日以降に実際に支払われた医療保険料について年1万5千バーツを上限に個人所得税

の計算上控除することを認めています。なお、タイ国歳入法Section 47 (1) (d) による生命保険料控除を含めた合計控除額は

10万バーツが上限となります。 

 

教育機関の設立を促進するための租税措置 

  

タイ国内閣は、タイ国政府と国連の専門機関との合意に基づきタイ国内に設置された教育機関への寄附を奨励するための租税措

置を承認しました。当該措置の主な内容は以下のとおりです。 

 個人所得税の納税者に対して該当教育機関への寄附金の二重控除を認める。ただし、教育省が承認した教育推進プロジェ

クトへの寄附を併せて行った場合、寄附金控除の合計金額は経費および所得控除後の課税所得金額の10%を上限とする。 

 法人およびパートナーシップに対しても当該教育機関への寄付金の二重控除を認める。ただし、教育省が承認した教育推進プ

ロジェクトおよび一定の公的慈善団体への寄附を併せて行った場合、寄附金控除の合計金額は公的慈善団体への寄附金控

除前の所得金額の10%を上限とする。 

 当該教育機関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。 
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官民連携プロジェクトを推進するための租税措置 
 

タイ国内閣は官民連携プロジェクトを奨励するための租税措置を承認しました。当該租税措置は、法人が当該プロジェクトをサポート

するためもしくは当該プロジェクトに基づく活動を実行するために2017年1月1日から2018年12月31日までの期間に開始する事業

年度において実際に支出した金額の控除を認めています。当該控除の限度額は、上述の教育機関の設立を促進するための寄付

金の二重控除適用後の所得金額の5%、あるいは公的慈善団体への寄付金の控除前の所得金額の10%とされています。 

 

イスラム銀行への預金から生ずる所得に対する免税措置 
 

タイ国内閣はイスラム教の原則に基づく金銭の預入に関連する租税措置を承認しました。   

 イスラム教の原則に従ったタイ国内の銀行に預け入れられた金銭の償還に係る所得に対する個人所得税を免除する。当該免

税措置は初回預け入れから少なくとも24ヵ月間継続して行われている月次の預入に対して認められる。預入金額は毎月同額

（25,000バーツ以下）で合計60万バーツを限度とし、歳入局長が定める規定、手続きおよび要件を満たしていなければなら

ない。 

 イスラム教の原則に従ったタイ国内の銀行に預け入れられた金銭（普通預金や定期預金に類似したもの）の償還から生ずる

所得に対しても個人所得税の追加的免除が認められる。 

 

公平な教育基金への租税の寄附 
 

タイ国内閣は恵まれない人々を支援することを目的とした基金を創設する公平な教育基金法案を承認しました。納税者は年間の

所得税納付額のうち5千バーツを上限に当該基金へ寄附する旨を申告できます。寄附者には当該寄附金の二重控除が認められま

す。ただし、当該二重控除額の上限は、個人所得税の課税所得金額（50 万バーツを上限）の 10%、あるいは法人所得税の所

得金額の2%となります。 

 
 
（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。 

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 

 

  

http://www2.deloitte.com/th/en/pages/tax/articles/tax-newsletters.html
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member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also 

referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/th/about for a more detailed description of 

DTTL and its member firms. 

Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to public and private clients spanning 

multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities 

and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte’s more than 

225,000 professionals are committed to making an impact that matters. Deloitte serves 4 out of 5 Fortune Global 500® companies. 

About Deloitte Southeast Asia 

Deloitte Southeast Asia Ltd – a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited comprising Deloitte practices operating in Brunei, 

Cambodia, Guam, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam – was established to deliver 

measurable value to the particular demands of increasingly intra-regional and fast growing companies and enterprises. 

Comprising 270 partners and over 7,300 professionals in 25 office locations, the subsidiaries and affiliates of Deloitte Southeast Asia Ltd 

combine their technical expertise and deep industry knowledge to deliver consistent high quality services to companies in the region. 

All services are provided through the individual country practices, their subsidiaries and affiliates which are separate and independent legal 

entities. 

About Deloitte Thailand 

In Thailand, services are provided by Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd. and its subsidiaries and affiliates. 
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