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相続税および贈与税
タイ国相続税および贈与税が2015年8月5日に公表されました。
相続税法：負債控除後の遺産のうち100百万バーツを超える部分に対し、相続人が被相続人の卑属や尊
属の場合には5%、その他の場合には10%の税率で相続税が課されます。相続税の対象となる遺産に
は、不動産、証券、預貯金、登録済みの車両、および関連する勅令に規定される金融資産が含まれま
す。
タイ国歳入法を改定する法律第40号：卑属、尊属もしくは配偶者からの贈与のうち20百万バーツを超
える部分、あるいはその他の者からの贈与のうち10百万バーツを超える部分に対して5%の税率で贈与
税が課されます。受贈者は、当該贈与を年末にその他の所得に含めることができます。
これらの法律は、2015年8月5日から180日後に発効します。

付加価値税 (VAT) の軽減税率の適用期間の延長
タイ国内閣は、国際経済の停滞のため、VATの軽減税率7%の適用期間をさらに1年間延長するという勅
令の草案を承認しました。VAT税率の引き上げは、低迷する投資および国内消費に影響することが懸念
されています。7%のVAT税率は、2015年10月1日から2016年9月30日までの期間、物品の販売および
輸入、サービスの提供に適用されます。

関税法の改正
タイ国内閣は、様々な関税制度を一つに統合し、以下の改正を行うとする草案を承認しました。
• 関税法違反に対する罰則を改正。例えば、
- 脱税の意図を持って過小申告を行った場合の罰則は、納付すべき関税額の50%（ただし関税額の4
倍を上限とする）あるいは10年以下の懲役、もしくはその併科とする。
- 適切なライセンスを持たずに物品の輸出入を行った場合の罰則は、関連する物品を管理する法律に
規定される罰則あるいは3ヶ月から10年の懲役、もしくはその併科とする。
• 関税局の調査官が追徴課税できる期間（時効）は、輸出入の日から5年間とする。
• 未納付の関税に係る月次のサーチャージ（延納税）は関税額を上限とする。
• 関税の還付申請期間を2年から3年に延長する。

長期エクイティファンド (LTF) および退職相互基金 (RMF) に対する税務恩典の見直し
歳入局長通達No. 257 – 259は、長期エクイティファンド (Long-Term Equity Fund: LTF) および退職相
互基金 (Retirement Mutual Fund: RMF) に対する個人所得税の恩典に関する規定を改正しました。従前
の規定では、これらのファンド/基金への拠出額のうち、合計所得金額の15%を限度として最高50万バ
ーツ/年の控除が認められていました。新たな規定では、個人所得税の対象となる課税所得金額の15%
を限度として最高50万バーツ/年の控除が認められます。結果として、納税者は、控除額の計算の際、
非課税所得をその計算ベースに含めることができなくなります。
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学習塾に対する新たな課税
タイ国内閣は、商業目的で運営する学習塾に課税し、私立学校に付与されている優遇税制を改正すると
いう財務省の提案を承認しました。新しい法律の概要は以下のとおりです。
• 勅令 No. 588により、私立学校に関する法律に基づき学習塾に分類される私立学校から生ずる利益お
よび配当に対する法人所得税の免除を廃止する。
• 勅令 No. 589により、私立学校に関する法律に基づき学習塾に分類される私立学校から生じる所得に
ついて、財団や団体に認められていた法人所得税の免除を廃止する。
• 勅令 No. 590には、義務教育を提供する私立学校の運営を奨励する規定が含まれている。私立学校を
設立のためのライセンスを取得した者および私立学校の用に供される土地を寄附した者（私立学校
への土地/不動産の移転、学校が廃校となる場合や土地を使用しなくなる場合におけるそれらの資産
の返還の受領）に対し、個人所得税、法人所得税、VAT、特定事業税および印紙税の免除を認め
る。
• 財務省省令 No. 307により、私立学校に関する法律に基づき学習塾に分類される私立学校から生じる
所得に対する個人所得税の免除を廃止し、私立学校に関する法律に基づき学習塾に分類される私立
学校を運営する法人/パートナーシップから生じる配当/利益の分配に対する個人所得税の免除を廃止
する。
加えて、当該省令は、私立学校の役員、経営者、教師もしくは教職員が、退職、障害もしくは死亡によ
り助成基金から受け取る金額についての個人所得税の免除を規定しています。

一定の利益への課税に関する新たな規定
タイ国財務省は、個人に支払われる前払賃料/資産（建物および住居を含む）の所有権の価値に対する
所得税の納付に関する新たな規定を公表しました。従前の規定では、これらの利益は賃貸期間に基づい
て按分され、当該利益を受領した年中に所得税を納付しなければなりませんでした。また、この手続き
に従わなかった場合には、所得を按分する権利を喪失することになっていました。新たな規定では、当
該利益を受領した年の翌年3月以降であっても、按分した所得に基づき計算された所得税を納付するこ
とができます（申告期限から月1.5%の延納税が課されます）。
歳入局通達No. Paw. 151/2558は、当該前受利益に係る所得税の納付時期やその他の手続についての詳
細を規定しています。

（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。
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