
www.pwc.com/th Tax Newsletter – 13 July 2018

Page 1 of 8

Tax Newsletter,
Issue no. 3/2018

2018 年 4 月から 6 月までの

税務動向

1. 追加の費用控除 /その他の控除

1.1 特定地域で開催するセミナー、研

修および旅行費用

観光スポーツ省はチョンブリーやアユタ

ヤの他にチャイナート、ターク、ウドンタ

ニ、チュムポーン、パッタルン、チェンラ

イといった 55 の地域を Tier 2 地域と定

めています。

Tier 2 地域におけるセミナーや研修お

よび観光を推奨し、タイ国の経済発展

を進めるため、Tier 2 地域でのセミナー

や研修の開催および観光にかかる以

下の費用は追加の費用控除の対象と

なります。

- 国内で開催されるセミナーおよび

国内旅行の費用（法人所得税）

勅令第 656 号により、2018 年 1 月 1 日

から 12 月 31 日の期間において、上記

地域におけるセミナー会場費、宿泊費、

交通費、その他セミナー関連費、従業

員研修費、政府公認の旅行代理店や

ガイドに対してセミナーおよび研修関

連費用として支払われた費用に対して、

法人所得税計算上、100％の追加所

得控除が認められます。

- タイ国内旅行費、ホテル宿泊費や

ホームステイ費（個人所得税）

財務省令第 335 号により、2018 年 1 月

1 日から 12 月 31 日の期間に上記地域

にて支払われたタイ国内旅行費、ホテ

ル宿泊費およびホームステイ費は合計

15,000 バーツを上限として個人所得

税の所得控除が認められます。

1.2 生産工程やサービスの基礎となる

技術を使用する「ターゲット産業」

への投資

タイ国立科学技術開発庁(NSTD)が規

定する生産工程やサービスの基礎とな

る技術を使用する「ターゲット産業」を

促進させるための優遇税制が同庁より

承認されています。

財務省令第 337 号により、2018 年 1 月

1 日から 2019 年 12 月 31 日の期間に、

適格会社の設立または増資に際して

個人が株式投資を行った場合には、各

課税年度において 10 万バーツを上限

として、実際に支払われた金額と同額

の個人所得税の所得控除が認められ

ます。

この省令における「個人」には非登録

普通パートナーシップ、法人格のない
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団体、故人の財産の未分割部分は含

まれません。また、継続不可能な状況

または死亡の場合を除き、投資した適

格会社の株式は支払い日から 2 年以

上保有することが求められています。

この恩典の対象となる適格会社とは、

2015 年 10 月 1 日から 2019 年 12 月

31 日までの間にタイ法に基づき設立さ

れ、個人が投資を行っているいずれの

会計期間においても、年度末の払込資

本金が 500 万バーツ以下であり、かつ、

商品の販売およびサービスの提供によ

る収益が 3,000 万バーツ以下の会社

またはパートナーシップとされています。

さらに、適格会社には各会計年度の総

所得の 80％以上がターゲット産業から

生じていることが求められています。

個人が投資した会社が上記の条件を

満たさない場合、その課税年度におけ

る当該制度に基づく個人所得税の税

務恩典は与えられないこととなります。

NSTD が規定および承認している生産

工程やサービスの基礎となる技術を使

用する「ターゲット産業」は以下の通り

です。

• 食品、農業

• 省エネ、代替エネルギー、クリーンエ

ネルギー

• バイオテクノロジー

• 医療、公衆衛生

• 観光、サービス、創造的な経済活動

• 高機能材料

• 繊維、衣服、アクセサリー

• 自動車および自動車部品

• エレクトロニクス、コンピュータ、ソフト

ウェア、IT サービス

• 研究、開発、イノベーション、新産業

1.3官民協力プロジェクト支援のための

費用

2017年1月1日以降に開始する会計年

度から2018年12月31日までの間に、官

民協力プロジェクトのため、またはその

支援のためにタイ商工会議所に支払わ

れた費用は、費用を支出した会社の純

利益の5%を限度として法人税の所得

控除を認める勅令第657号が発行され

ました。

ここでいう「純利益」とは、追加の所得控

除（教育省の承認を受けた教育プログ

ラムの支援費用、レクリエーション活動

支援のための費用等で純課税所得の

10%を限度とする）を行った後の税務上

の純利益（ただし、歳入法典第65条3項

で示す慈善、公益、教育、スポーツのた

めの寄付金の控除前の純利益 ）となり

ます。

1.4 託児所設置費用

従業員の福利厚生として、2018 年 1 月

1 日から 2020 年 12 月 31 日の期間に

事業所内に託児所を設置した場合、そ

の支出額について 100 万バーツを上限

として 100％の法人税の追加所得控除

を認める勅令第 659 号が発行されまし

た。

1.5 教育省に認可された教育プログラ

ム支援のための費用に関する改定

2004 年 8 月 25 日以降、教育省の認

可した政府教育機関および民間教育

機関の支援のための費用について、

個人および法人に対して 200%の所

得控除を認める勅令第 420 号が発行

されていました。

さらに、上記の教育機関に対する寄付

として資産の移転または法的文書の

締結が行われる場合には、寄付を行う

者が当該寄付行為により得る収益に

対して、法人所得税、個人所得税、

VAT、特定事業税および印紙税の免

除が付与されています。しかし、寄付

を行った者は譲渡資産の原価を所得

計算上の費用として所得から控除する

ことはできません。

国家平和協議会の要請により、教育

省が認可した海外の高等教育機関を

上記制度の対象に含めるとした勅令

第655号は2018年1月1日に発効しま

した。
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1.6妊産婦ケアおよび出産費用

妊婦またはその配偶者が妊産婦ケアお

よび出産に支払った代金について6万

バーツを上限として個人所得税の所得

控除を認める財務省令第338号が発行

されました。各支払いが同税務年度内

に行われなかった場合は、実際に支払

われた金額が各税務年度において控

除できますが、控除できる金額は合計

で6万バーツが上限となります。

この省令は2018年1月1日に発効しまし

た。

2. その他の改定

2.1 電子タックスインボイスや電子領

収書の送付に関する改定

「電子タックスインボイスと電子領収書

の 作 成 、 送 付 、 保 管 に 関 す る 規 制

B.E.2560(2017 年)」によると、VAT 登

録 事 業 者 は 電 子 商 取 引 法

B.E.2544(2001 年)の 15 項から 24 項

に従って顧客へ送付すべきタックスイ

ンボイスおよび領収書を電子化された

フォーマットにより作成することが可能

です。

2018 年 4 月 30 日に 2017 年規制の

改定が発表され、VAT 登録事業者の

顧客が、電子タックスインボイスおよび

電子領収書といった電子化文書を望ま

ない場合には、代替方法が認められる

ことになりました。この改定により 2018

年 1 月 1 日以降、VAT 登録事業者は

電子タックスインボイスや電子領収書に

以下の文章を記載することにより、プリ

ントアウトした紙文書を使用することが

できます。：

「この文書の作成および歳入局への提

出は電子形式により遂行されていま

す。」

上記文章を電子的手段、ゴム印、イン

ク、タイプライター等で追加し顧客に送

付します。

結果として、このように作成され、顧客

に送付された紙の電子タックスインボイ

スや電子領収書は、当該規制下にお

ける正式書類と見做されます。

2.2 生産工程やサービスの基礎となる

技術を使用する「ターゲット産業」

の支援のための税制上の優遇期

間の延長

Tax Newsletter No. 2/2016 および

Tax Newsletter No. 1/2017 で案内し

た中小企業 (SME) 振興支援に向けた

税務恩典は、2015 年 10 月 1 日から

2017 年 12 月 31 日に設立された会社

または法人格を有するパートナーシッ

プに付与されていました。

勅令第 658 号の発行により、対象設立

期間が 2018 年 12 月 31 日まで延長さ

れました。

2.3 障害をもつ外国人居住者に所得

税免除を付与

障害者エンパワーメント省発行の障害

者証明書の交付を受けている 65 歳未

満の障害のある外国人居住者に対し、

個人所得税の免除を付与する財務省

令第 336 号が発行されました。課税免

除となる所得の上限は年間 190,000

バーツです。

2017 年 1 月 1 日以降の所得が恩典の

対象となります。

過去のタックスインサイトにてご案内済

の税務ニュース（過去のタックスインサ

イト
https://www.pwc.com/th/en/p
wc-tax-insights.html）

https://www.pwc.com/th/en/pwc-tax-insights.html
https://www.pwc.com/th/en/pwc-tax-insights.html
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• 商業銀行の合併、買収等の企業結

合を促進するための施策を内閣が

承認 (Tax Insight No. 05/2018)

• 一定の条件を満たす場合には法人

所得税のオンライン申告時の監査

済み財務諸表の提出が不必要に
(Tax Insight No. 07/2018)

• デジタルトークンや仮想通貨取引か

ら発生した利益が課税対象に (Tax
Insight No. 08/2018)

タイ・フィリピン間の改定租税条約が

2019 年 1 月 1 日から適用

歳入局ウェブサイトによると、タイ・フィリ

ピン間の改定租税条約は 2018 年 3 月

5 日に発効し、2019 年 1 月 1 日以降開

始の課税年度から適用されます。それ

に伴い、現行の租税条約は改定租税

条約に置き換えられます。

改定租税条約の重要な変更点につい

ては Tax Newsletter No.8/2015 をご

参考ください。
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興味深い最高裁判例

事例：全部事業譲渡により生じた営業

権(Goodwill)は課税対象所得に  

（最高裁判決 No. 8943/2560）

事実

原告は医療品および医薬品を販売する

VAT 登録事業者であり、2007 年 7 月 1

日を発効日とする全部事業譲渡契約を

B 社と締結しました。

独立鑑定人である A 社は原告の事業の

市場価値を 998 百万バーツと鑑定しま

し た 。 原 告 の 純 資 産 の 帳 簿 価 額 は

293,300,378.95 バーツ（以下、293 百

万バーツと表記）であったため、譲渡事

業にかかる営業権は 704,699,621.05

バーツ（以下、705 百万バーツと表記）

であると契約書に記載されました。

つまり、B 社は原告に対して当該事業

譲渡にかかる対価として 998 百万バー

ツを支払い、原告は純資産の帳簿価額

よりも 705 百万バーツ高い対価を受領

したことになります。

原告は 2007 年の会社解散後における

法人税申告書上、事業譲渡から生じた

705 百万バーツを、歳入法典第 74

(1)(b)および(c)に従い、非課税所得と

して申告しました。

その後に実施された税務調査において、

原告が受領した対価と純資産の帳簿価

額との差額である 705 百万バーツは、

歳入法典第 65 条に基づき課税所得に

含めなければならないとの指摘が歳入

局よりなされました。

最高裁判決

最高裁判所は以下の理由から、原告は

事業譲渡から生じた 705 百万バーツの

収益を、歳入法典第 65 条に基づき、課

税所得に含めなければならないと判決

しました。:

1. 原告の清算人は、譲渡資産の市場価

値は総資産額（1,081,368,626.10 バ

ーツ）であると主張しました。しかし、

総資産から負債（788,068,247.15 バ

ーツ）を差し引いた後の純資産額で

ある 293 百万バーツ もまた市場価値

と考えられます。

B 社は原告の事業を、純資産の市場

価値より 705 百万バーツ高い 998 百

万バーツで買収しました。一般的にこ

れは資産または事業の売却から生じ

た収益として取り扱われるべきもので

す。

2. 鑑定人である A 社はインカムアプロ

ーチにより原告の資産価値を算出し

ました。つまり、将来収益は原告の

資産または資産グループから発生し、

明確に識別されうるものとして資産

価値に含められています。

ここでの将来収益は営業権を意味

するものではなく、また営業権の評

価手続が明確に行われたわけでも

ありません。仮に営業権が存在して

いたとすれば、その評価は明確に行

われるべきでした。さらに、705 百万

バーツは営業権であるとする原告の

主張は、A 社による評価結果と比較

しても合理性が認められません。加

えて原告は、B 社が支払った対価が

譲渡事業の純資産価値より高い理

由や、その対価が譲渡事業の市場

価値であることの説明を行うことがで

きませんでした。また、原告は営業

権の金額 705 百万バーツが、会社

及び譲渡事業から純資産を控除し

た額と等価であることの根拠を説明

しませんでした。

3．タイ国会計基準（以下、TAS と表

記）No. 43 (2007 年改訂版) および

TAS 51 (2007 年改訂版) によると、

原告は 705 百万バーツの営業権を、

譲渡事業の市場価格を評価する際

に資産とみなして認識することはで

きません。これは、原告が事業譲渡
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契約書、損益計算書、財務諸表お

よびその注記において、705 百万バ

ーツを資産の売却により生じた収益

として公表していることと整合します。

さらに、歳入法典第 74(1)(b)に基づく

と、市場価格で評価されることになる

資産は譲渡会社の帳簿に計上され

ていなければなりません。会社が新

設合併する場合、設立された新会社

は合併時点における被合併会社の

資産の帳簿価額を引き継ぐことになり

ます。

しかし、原告のケースは B 社に事業

が売却されたものであり、原告は営業

権を当初から資産として認識してい

たものと扱うことはできません。B 社も

また営業権が原告の帳簿に計上され

ていたものと扱うことはできません。し

たがってこのケースは、歳入法典第

74(1)(b)および(c)に基づく、純利益

に含めることが求められない市場価

値の評価には該当しません。

4. 原告は事業資産を 998 百万バーツ

で B 社に売却しました。これは、歳入

法典第 74 (1) (b) に基づく新設合併

に伴う資産評価とは異なります。さら

に、原告には 705 百万バーツという

事業譲渡に伴い発生した特定の金

額の利益があり、これは、原告の損益

計算書に明確に記載されていました。

そのため、当該利益は歳入法典第

39 条に基づき、原告の事業から生じ

た課税所得とみなされることになりま

す。
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熊崎裕之 kumazaki.hiroyuki@th.pwc.com 電話:(66)2844-1269 

名賀石 樹 tatsuki.nakaishi@th.pwc.com 電話:(66)2844-1366

松下駿太郎 matsushita.shuntaro@th.pwc.com 電話:(66)2844-1466 

玉木寿典     tamaki.toshinori@th.pwc.com 電話:(66)2844-1470 

細野若菜     wakana.hosono@th.pwc.com 電話:(66)2844-2102 

森岡青紀 aoki.morioka@th.pwc.com 電話:(66)2844-1288 

* この日本語版レポートは日系企業の皆様を対象に英語版のオリジナルを翻訳したものです。英語版と日本語版との間に齟齬がある場合

は英語版を優先します。また、タイ国における法令の改正動向等の情報提供を目的に発行されたものであり、全ての事例に対して適用さ

れない場合があります。特定の案件につきましては、別途弊社までご相談下さい。弊事務所の許可なくこのレポートの全部又は一部を転

載することを禁止します。ご不明の点がありましたら、弊事務所(電話番号：(662) 844-1000)までお問い合わせ下さい。 

This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.
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