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商業銀行の合併、事業譲渡による
企業結合を促進するための税務恩
典を定めた勅令第 677 号が施行さ
れました。

商業銀行の合併、事業譲渡による企業結合を促進
するための税務恩典を定めた勅令第677号が、2019
年2月20日に官報に公布され、2019年2月21日より
施行されました。

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

勅令第677号の主な内容は、以下の通りです。
当該勅令における「商業銀行」とは、金融機関を規定
する法律に基づき事業を行うタイの金融機関であり、
外国銀行の支店は含まれません。
税務恩典の内容
1. 商業銀行の株主
商業銀行の個人および法人株主が、商業銀行
の合併または全部事業譲渡により、商業銀行に
対する投資金額を上回る利得を得たことにより生
じる課税に対する免除が認められます。
2. 商業銀行
2.1 商業銀行の合併または全部事業譲渡により
生じた課税所得に対する法人所得税、収入
に対する特定事業税および課税文書の作
成に対する印紙税が免除されます。
2.2 商業銀行の部分事業譲渡により発生した課
税標準に対する付加価値税、収入に対す
る特定事業税および課税文書の作成に対
する印紙税が免除されます。
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注記）上記1、2.1および2.2の免税措置は、2018
年4月17日から2019年12月31日の間に、タイ中
央銀行より合併、全部事業譲渡または部分事業
譲渡の承認を受けた商業銀行およびその株主
に適用されます。なお、適用に当たっては、2021
年12月31日までに、その合併、全部事業譲渡ま
たは部分事業譲渡が完了されなければなりませ
ん。
2.3 追加所得控除の対象となる費用
合併または事業譲渡後の商業銀行の資産規模
に応じて、以下の(i)、(ii)および(iii)の費用に対
して、追加所得控除が与えられます。
(i) コンピュータープログラムまたは建物
(Permanent building) に対する投資により発生
する費用 (土地および住居用として使用される建
物は除く)*。
(ii) コンピュータープログラムまたは商業銀行に
関連する販売契約、リース契約、請負契約もしく
はメンテナンス契約の取消しまたは改定により発
生する費用。
(iii) 合併、全部事業譲渡または部分事業譲渡を
行ったことにより発生する機械、部品、設備およ
び家具・備品の廃棄に関連する費用。








合 併 ま た は事 業 譲渡 後の 資 産 が 4 兆
バーツ以上の商業銀行に対しては、
100％の追加所得控除
合 併 ま た は事 業 譲 渡 後の 資 産 が 3兆
バーツ以上4兆バーツ未満の商業銀行
に対しては、75％の追加所得控除
合 併 ま た は事 業 譲 渡 後の 資 産 が 2兆
バーツ以上3兆バーツ未満の商業銀行
に対しては、50％の追加所得控除
合併または事業譲渡後の資産が1兆
バーツ以上2兆バーツ未満の商業銀行
に対しては、25％の追加所得控除

上記の費用は、合併日または事業譲渡日から2022
年12月31日までに支出される必要があります。これら
の追加所得控除に関する基準、方法および条件は、
歳入局長官により規定されます。
*コンピュータープログラム、建物 (Permanent
building) に対する投資により発生する費用に対して
追加所得控除を適用するには、以下1および2の要
件を満たす必要があります。
1．コンピュータープログラムは、過去に使用されてい
ないもの。
2．コンピュータープログラムおよび建物 (Permanent
building) は、2022年12月31日までに使用できる状
況にあり、かつ、歳入局より発行されている税務恩典
が、それらの資産に対して、全部または部分的にでも、
適用されていないこと。
各会計年度において、商業銀行が、上記および今後
発行される追加所得控除の条件を満たさない場合に
は、追加所得控除を受ける権利は、最初に適用を受
けた会計期間に遡って取り消されます。この場合、適
用を受けていた会計期間にかかる税務申告書は、再
申告が必要になります。なお、追加所得控除にかか
る資産が売却、損傷または存在しないこととなったこ
とにより条件を満たさない場合には、追加所得控除
は、これらの事象が発生した会計年度以降、適用す
ることはできません。この場合、すでに適用済みの追
加所得控除の再計算を行う必要はありません。
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