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歳入局が ROH/IHQ に代わる新

税務恩典制度として IBC を発表し

ました。 
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2018年10月10日、歳入局はタイを地域統括センターと

して促進させるための新税務恩典制度を発表しました。

新制度は、現行のROHおよびIHQに代わるものとなり

ます。OECDの報告書において、IHQが「有害税制」に

該当すると指摘されていたことへの対応と考えられます。 
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ROH / IHQ IBC 

旧ROH 税務恩典 

 申請受付終了 

 既存の旧ROHは、2020年まで現行恩典

を使用可能 

 旧ROHはIBCに移行することも可能 

 法人税率： 

支出経費6,000万バーツ以上     ： 8％ 

支出経費3億バーツ以上              ： 5％ 

支出経費6億バーツ以上              ： 3％ 

 関係会社から受け取る配当金について法人税免除 

 財務センター（TC）機能から生じる所得にかかる特定事業税免除 

 IBCにフルタイムで従事する外国人の個人所得税率は15％に固定 

 IBCが非居住者に支払う配当金/利息にかかる源泉税免除 

新ROH 

 2015年11月15日に登録受付終了済 

 既存の新ROHは、10～15年間、現行恩

典を使用可能 

 新ROHはIBCに移行することも可能 

IHQ/ITC 要件 

 申請受付終了 

 既存のIHQ/ITCは、15年間、現行恩典を

継続可能 

 IHQはIBCに移行することも可能 

 登録資本金：1,000万バーツ以上 

 タイ国内での支出経費：最低6,000万バーツ 

 従業員数：最低10名以上（財務センターとしての業務のみを行う場

合は5名以上） 

 新旧ROH/IHQからIBCに移行する場合、上記支出経費の要件は

適用されず、従前の新旧ROH/IHQの要件が適用される 

 

重要事項 

 IBC制度では、オフショア所得とオンショア所得の区別およびそれぞれの所得に対する異なる税率の適用は、廃止

されています。 

 軽減税率を適用するために求められる支出経費が大幅に増加されました。 
 

疑問点 

今回の発表では明確にされていない点が多くあります。 

 オフショア関係会社の株式を売却することにより発生するキャピタルゲインに対する免税の有無 

 軽減税率の適用範囲（サービス、ロイヤルティ等の地域統括にかかる所得のみか、販売業の所得にも適用されるか）  

 IBCに移行する新旧ROH / IHQが支出経費の要件を満たしていない場合の軽減税率の適用の有無 
 

今後、追加情報が明確になり次第、お知らせします。 
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