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※本ニュースレターは、英文ニュースレターの翻訳版です。 

日本語訳と原文（英文）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。 

 

生物分解性プラスチック製品の使用促進のための税制措置の延長 

2022 年 4 月 5 日、タイ政府は、2021 年 12 月 31 日に期限切れとなった生物分

解性プラスチック製品の使用を促進するための税制措置を遡及延長する勅令案

を閣議決定しました。この勅令案では、タイ国歳入局長官による指定及び産業

経済局が認定した種類の生物分解性プラスチック製品を購入するために発生し

た費用について、法人やパートナーシップに25％の法人税法上の追加控除（す

なわち合計 125％の控除）を認めます。この追加控除は、タイ国歳入局長官が

定める規則、手続及び条件等に従って、2022 年 1 月 1 日から 2024 年 12 月 31

日までの期間に支払われる金額に対して適用されます。 

この勅令が効力を生じるには、官報に掲載される必要があります。 

 

COVID-19抗原検査キット購入支援の税制措置の延長 

2022 年 4 月 26 日、タイ政府は、2022 年 3 月 31 日に期限切れとなった COVID-

19抗原検査キットの購入を支援するための税制措置を遡及延長する勅令案を承

認しました。この勅令案では、法人及びパートナーシップが従業員や職員のた

めに COVID-19 抗原検査キットを購入するために発生した費用に対し、50%の法

人税法上の追加控除（すなわち合計 150%の控除）を認めます。この追加控除

は、雇用主が新型コロナウイルス感染症（以下「COVID-19」）の蔓延防止のた

めに職場で対策を講じることを奨励することを目的としています。追加控除

は、2022 年 4 月 1 日から 2022 年 12 月 31 日までの期間に支払われる金額に対

して適用されることになります。 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/th/Documents/tax/th-tax-newsletter-en-may2022.pdf
https://www2.deloitte.com/th/en.html


この勅令が効力を生じるには、官報に掲載される必要があります。 

 

COVID-19 の診断又は治療に使用される特定の物品の輸入を奨励するた

めの税制措置の延長 

2022 年 4 月 26 日、タイ政府は、慈善目的のために適格団体に寄附される

COVID-19の診断や治療に使用される医薬品、医療用品及び医療機器の輸入に対

する VAT 免除の遡及延長を規定する勅令案を承認しました。また、勅令案で

は、前述の寄附に関して、法人やパートナーシップに対する法人税免除と付加

価値税免除の遡及延長も規定しています。免税期間が従前の期限である 2022

年 3 月 31 日から 1 年 6 カ月延長され、タイ国歳入局長官が定める規則、手続

及び条件に従って 2022 年 4 月 1 日から 2023 年 12 月 31 日までに行われる輸入

及び寄附に対して免税が適用されます。  

この勅令が効力を生じるには、官報に掲載される必要があります。 

 

一定の不良債権の償却条件に関する省令の改正 

1991 年 10 月 29 日に発行された既存の省令（No.186）（以下「省令 186 号」）

の第 6 条の 4 を修正し、歳入法に基づく一定の不良債権の償却条件を緩和する

省令（No.381）が 2022 年 3 月 29 日に発行されました。この緩和は、COVID-19

の流行による景気悪化の影響を受けた債務者を支援するための、債務再編を推

奨することを目的とした一連の措置の一部です。この改正により、一定の状況

下では、金融機関以外の法人債権者の借方勘定から売掛金を償却する場合、省

令 186 号第 4、5、6 項（債権の額に応じて債権者が債権を償却するために取る

べき措置に関する条項）の条件が満たされていなくても債権償却を行うことが

できます。この緩和が適用されるためには、原則として、2022 年 1 月 1 日から

2026 年 12 月 31 日の間に、当該債権者がタイ中央銀行の定める金融機関の債務

再編に関する規則に従って行った債務再編に係る債務免除の結果、債権が償却

される必要があります（ただし、割賦販売やリース事業を行う債権者など一定

の法人債権者が行った債務再編に係る債務免除は除かれますが、これに対して

は 2021 年 1 月 1 日から 2026 年 12 月 31 日までに行われる債権償却に対して緩

和措置が適用されます）。  
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