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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2018 年 12 月 28 日にタイ歳入局
により IBC に関する勅令第 674 号
が発行されました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

PwC Tax Insight (No.16/2018) において、歳入局が
ROH/IHQ に代わる新税務恩典としてIBC( 国際ビジネ
スセンター)を発表した旨をお知らせしました。
https://www.pwc.com/th/en/pwc-taxinsights/2018/jp/2018-pwc-tax-insight16-jp.pdf

この発表に関連して歳入局は、2018年12月28日に、勅
令第 674 号を発行しました。新制度は、既存の ROH お
よび IHQ を IBC に置き換え、さらに国際貿易センター
（ITC）の規定を修正するものとなります。主要な変更点
については、下表をご参照ください。
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IBC



要件



税務恩典



勅令第674号の主要な点
支援サービス、技術支援または財務センター(TC)機能を関連会社に提供する目的で設
立されたタイの会社であること。
各会計期間末における払込資本が1,000万バーツ以上であること。
知識とスキルを有する専任スタッフを最低10名以上（財務センター（TC）としての業務のみ
を行う場合は、5名以上）雇用していること。




タイ国内の受領者に対して支出する金額に応じて、各会計期間における適格所得に対す
る法人所得税（CIT）税率の引き下げ。
o 支出経費6,000万バーツ以上3億バーツ未満: 8％
o 支出経費3億バーツ以上6億バーツ未満: 5％
o 支出経費6億バーツ以上: 3％
関連会社から受領する配当金に対する法人所得税の免除。
適格所得を源泉として非居住者に対して支払う配当金に課される源泉所得税（WHT）の
免除。
財務センター(TC)機能として関連会社からの借入金について支払う利子に課される源泉
所得税の免除。
財務センター(TC)機能として受領する所得に課される特定事業税(SBT)の免除。
IBCに勤務する駐在員に対する個人所得税率は15％に固定。

IBCへの変更



新旧ROHおよびIHQは、IBCに移行する権利を有します。

税務恩典の取消し




要件が満たされない会計期間においては、その年度の税務恩典は取り消されます。
会社が複数の会計期間において要件を満たしていない場合、または、IBCとして事業を運
営するための特性が全く見られない場合、税務恩典は最初の会計期間から適用されない
ものとされます。





勅令第671号の主要な点

新旧ROH



ロイヤルティ所得





旧 ROH へ の 申
請および税務恩
典




IHQ



IHQとして承認さ
れるための要件

勅令第672号におけるIHQに関する修正


ITC



ITCとして承認さ
れるための要件

以下がロイヤルティ所得に含まれるよう修正されました。
o 新旧ROH及びIHQがタイで行う研究開発から生じるロイヤルティ。
o 新旧ROH及びIHQが、研究開発を行うために他の事業体を雇用したことから生じ
るロイヤルティ。
旧ROHへの申請は終了。
既存の旧ROHは、2020年1月1日以降に開始する最初の会計期間まで、法人所得税にか
かる税務恩典を適用する権利があります。
IHQについての申請書は、2018年10月10日までに歳入局長官に提出され、承認されてい
なければなりません。

勅令第673号におけるITCに関する修正


ITCについての申請書は、2018年10月10日までに歳入局長官に提出され、承認されてい
なければなりません。

IBCとROH / IHQとの比較
 IBCは、オフショアとオンショアの所得に対して異なる税率を適用していません。 結果として、IBCでは、最低限の数
のオフショア関連会社に対してサービスが提供されていることは、要件とされていません。また、法人所得税の軽減
税率の対象となるオンショア所得の金額に制限はありません。
 法人所得税の軽減税率の適用を受けるために必要とされる支出経費が大幅に増加しています。
 IBCに変更するROH / IHQは、タイ国内の受領者に対して1,500万バーツ以上の支出を行っている場合には、8％
の法人所得税の軽減税率を適用することができます。
歳入局長官によって、勅令第674号に基づく、さらなる規則、手順および条件が今後、発表される予定です。
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