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SEA Customs and Trade Alert
Stay informed of changes
Greetings from your SEA Customs and Global Trade Services group.
This newsletter is your reference for practical information on relevant
customs issues. We are pleased to enclose for your information the
latest Customs and Trade Alert on:

タイ: フリーゾーンに関する法令の改正
タイ国財務省が公布し2016 年 6 月 20 日に発効した関税率布告 (No. 13) 第 12 条に基づく関
税の減免に関する財務省通達に対応するため、関税局は関税の減免のためのルールおよび
手続きに関する関税局通達 No. 63/2555 (“CN 2012”) 第 15 条を廃止あるいは置き換える関税
局通達 No. 73/2559 (“CN 2016”) を公表しました。
新たな規定 (CN 2016) による主要な改正点を従来の規定 (CN 2012) と比較すると以下のと
おりとなります。
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論

点

従来の規定 (CN 2012)

フリーゾーン (“FZ”) 内で製造されタイ国内で販売される物品
1. FZ 内で製造されタイ
特定の主要な工程は要求されてい
国内で販売される物
ない。
品に対する要件

2. FZ 内で製造され国内
で販売される物品に
適用される関税率

FZ 内で製造され国内市場で販売さ
れる物品には、FZ オペレーターが
選択適用した自由貿易協定(“FTA”)
による種々の特恵関税率を適用す
ることが可能。

現地調達率算出するための原材料およびその他の条件
3. 現地調達率を算出す
ASEAN 諸国を含め、タイ国が FTA
るための原材料の使
を締結している国から輸入された
用
原材料の使用を認める。

新たな規定 (CN 2016)

現地調達率 40% のしきい値に
加え、0% の関税率を適用する
ためには FZ 内において主要な
製造工程が実施されなければな
らない。
FZ 内で製造されその後国内で販
売あるいは消費される物品に対
しては、関連する条件を満たし
た場合、0% の関税率が適用さ
れる。

現地調達率 40% のしきい値の
算出に当たっては、タイ国原産
あるいは ASEAN 諸国から輸入
された原材料の使用に限定され
る。

4. FZ 内の製造工程で使
用される特定の種類
のタイ国原産の原材
料の認証

現地の原材料としての生産物の認
証は、原材料の種類により種々の
政府機関によって行われる。

認証は関税のガイドラインある
いは法令に従って行われる。関
税当局は、原材料が最低限の作
業工程ではなく主要な製造工程
から得られたか確認する権限を
有する。

5. 40% のしきい値の計
算のための「利益」
の定義

「利益」は 40% のしきい値の計
算に含めることが認められるが、
「利益」の明確な定義はない。

「 利 益 」 は 、 Ex-Factory （ 工 場
渡し）価格から一般に公正妥当
と認められる会計原則に基づく
製造原価を控除した金額と定義
されている。

6. 他の FZ から移転され
た原材料の価値

他の FZ から移転された原材料の
価値は、原材料が当該 FZ に搬入
された時点での工場渡し価格とす
る。

他の FZ から移転された原材料
の価値は、原材料が当該 FZ に
搬入された時点での FOB（本船
渡し）価格と定義されている。

FZ に搬入され形状の変更あるいは加工をせずに国内市場で販売される物品
7. FZ に搬入され形状の
変更あるいは加工を
せずに国内市場で販
売される物品に対す
る FTA に基づく特恵
関税率の適用
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適用なし。

当該物品がタイ国内に輸入さ
れた時点で、FTA に基づく特
恵関税率と等しく関税の減免
の対象となる。
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本改正が貴社に与える影響
企業は、特に以下の点についての影響を認識しておく必要があります。
•
•

•
•

FZ 内での組み立てや混合といった工程、あるいは他の工程は主要な製造工
程と見なされるか?
ASEAN 諸国以外の国（中国、日本、韓国、等）から輸入された原材料は現
地調達とは認められず、また他の FZ から移転された原材料の価値を再計算
する必要があるため、原材料の源泉および計算の再検討が必要。
タイ国内で調達した原材料について関税の法令に適合しているか（主要な
製造工程から得られたものか）?
関税の観点から「利益」が許容される水準にあるか否かについて第三者の
意見を求める。

弊社のサポート
デロイトバンコク事務所関税チームには、以下の領域で貴社をサポートできるプロフェッショナルがいます。

•

新たな規定が貴社の現在の事業活動に与える影響を確認するため、貴社の現行の処理および手続きの
状況を評価いたします。

•

不適格な事象を発見した場合には、採るべき矯正策/

手段をアドバイスいたします。

Contacts
For more information on the new regulations, or for general advice and support on Customs
and Global Trade matters, please contact Stuart Simons – Tax Partner, (Tel: +66 2676 5700
ext. 5021), or Sujitra Sukpanich – Senior Manager (ext. 11394), or your usual Customs and
Trade contact in Deloitte.
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Name

Contact Number

Email

Singapore

+65 6216 3338

bobfletcher@deloitte.com

+62 21 2992 3100

tturmanto@deloitte.com

Bob Fletcher
Director, Leader of SEA Customs &
Global Trade Services
Indonesia
Turmanto

(ext. 33891)

Partner
+60 3 7712 5164

etan@deloitte.com

+63 2 510 9044

rlapres@deloitte.com

Thailand

+66 2676 5700

ssimons@deloitte.com

Stuart Simons

(ext. 5021)

Malaysia
Tan Eng Yew
Executive Director
Philippines
Richard R. Lapres
Partner

Partner
Vietnam

+84 4 6288 3568

Tuan Bui

(ext. 2103)

tbui@deloitte.com

Partner
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