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不動産業の純利益の計算に関する新たな規定
タイ国歳入局は、不動産業を営む法人の純利益の計算に関する新たな規定（歳入局規則 No. Taw. Paw.
228/2557）を公表しました。また、歳入局通達 No. Paw. 148/2557は、同通達 No. Paw. 61/2539に基
づく従前の規定を修正しています。
公開説明責任法人に対して、当該規則は、不動産業を営む法人あるいは登録パートナーシップはその収
入および支出を計算する際に一般に公正妥当と認められた会計手続きに基づく発生主義を採用しなけれ
ばならないと規定しています。しかしながら、非公開説明責任法人は以下の一般的な方法のうち１つを
選択できるとしています。




売上基準（不動産の所有権移転の登録が行われる場合、ただし、売上げと登録が同一事業年度に
行われる場合に限る）
工事進行基準
割賦基準

新たな規則によって変更された一例としては、プロジェクトに係る広告宣伝および販売促進に係る費用
が、従前の規定では不動産の販売コストとして取り扱われていたのに対し、今後は販売費として計上さ
れるという点があります。

相続税を政府が検討
タイ国財務省は、政府が一律10%の税率で課税する相続税および贈与税法の導入を検討していることを
公表しました。負債控除後の資産価値が50百万バーツまでの相続については相続税が免除されます。
相続税の草案には、生前贈与を防ぐため、遺言者の死亡前2年間に移転されたすべての預金、株式、債
券、その他の資産を相続税の計算に含めなければならないと明記されています。違反者には、懲役6ヶ
月の刑罰が科せられます。なお、配偶者間の相続については、配偶者同士が同一の者として取り扱われ
るため、相続税の対象にはなりません。
相続税は政府にとって大きな歳入源にはなりませんが、富裕層に属するタイ国民が納税することを確実
にする一つの方法と考えられます。相続税法の草案は、現在、国家法制委員会で検討されています。

歳入局のルーリング
ロイヤルティーと見なされないサービスフィー
タイ法人が、中国法人へのサービスの提供に係る契約を日本法人と締結しました。日本法人は、化学物
質貯蔵タンクの購入、デザイン検査、および品質管理のコーディネーションを行います。
タイ国歳入局は、当該契約に基づくサービスの提供には、図面、秘密方式もしくは秘密工程、または産
業上、商業上もしくは学術上の経験に関する情報の移転は含まれておらず、したがって、いかなる収入
も請負事業の対価とみなされ、タイ/日本租税条約第7条に規定される事業所得に該当し、勅令No. 18
(B.E. 2505) 第3条の規定が適用されると結論付けました。その結果、当該日本法人がタイ国内に恒久的
施設を有しない限り、タイ国法人所得税の対象とはならず、サービスフィーの支払者であるタイ法人
は、タイ国歳入法第70条の規定に基づく源泉税を徴収する必要はありません。
当該サービスはタイ国外で提供され、そしてサービスの結果はタイ国内では使用されていません。すな
わち、当該サービスは、国外に居住する事業者によって提供され、タイ国内で使用されないサービスと
見なされます。したがって、サービスフィーの支払の際、当該タイ法人はタイ国歳入法第83/6条第2項
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の規定 に基づく付加価値税 (VAT) を納付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。

http://www.deloitte.com/view/en_TH/th/services/tax-andlegal/045b8ae7e79e8410VgnVCM1000003256f70aRCRD.htm
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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