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2019年11月12日に勅令第689号が官報に公布され、

2019年11月13日より法律として施行されました。 

本勅令には、投資家が稼得する投資信託にかかる一

定の投資収益についての免税措置（投資家レベル）

だけではなく、投資信託が稼得する一定の収益につ

いての免税措置（ファンドレベル）も規定されています。

このことにより、歳入法典改正法第52号の導入によっ

て生じた、投資信託を用いた負債性金融商品の投資

環境に対する影響の軽減を図ることを目的としていま

す。 

本法の概要は以下を参照ください。 

PwC Tax Insight (No.25 /2019) 
勅令第 689号「投資信託とその投資家に対する

免税措置」の制定 
Issued Date: 20 November 2019 
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主な変更点 

1．投資家に対する免税措置（投資家レベル） 
 

本勅令は、2019年8月20日以降に、投資家が投資信託より稼得する以下の種類の収益に対する所得税の免税措

置を規定しています。 

 

- 確定利付債に投資する投資信託(以下、「確定利付投資信託」という)から個人および法人の投資家に

対して分配される分配金 

 

- 確定利付投資信託のファンドユニットの売却により生じる利益で、売主がタイの法人投資家または 

タイで事業を行う海外の法人投資家である場合（当該投資信託の投資原価および当該非課税所得にか

かる費用が税務上、損金不算入とされることを条件とする）。 

    

- タイの法律により法人として設立された投資信託 (タイプ1、2および4に分類されるタイ企業によるファン

ドを除く) への投資から得られる利益分配金で、分配の前後3か月間、当該投資信託を保有しているという

条件を満たす場合に、利益分配金を受け取るのが上場会社の場合には利益分配金の100%が、非上場

会社の場合には利益分配金の50%が、それぞれ法人税の免税対象となる。 

 

注記）確定利付投資信託とは、負債性金融商品への投資に関する法律の下に設立された投資信託で、タイ証券取

引委員会（Security and Exchange Commission :SEC）により規定された割合を有するものを指します。 

 

2.投資信託に対する免税措置（ファンドレベル） 
 

本勅令は、一定の投資信託が2019年8月20日以降に受領する以下の所得について、法人所得税の免税を規定し

ています。 

 

- 法人格を持つ発行者により発行され、かつ、割引価格で販売された負債性金融商品で、その金融商品

の最初の保有者ではないタイの投資信託または外国の投資信託が保有する金融商品の償還価格と販売

価格との差額。 

 

-タイの投資信託または外国の投資信託が、2019年8月20日以降に取得した負債性金融商品にかかる

2019年8月20日以前に発生していた利子所得で歳入法典第40条(4)(a)に基づくもの。免税措置は2019

年8月20日以前に生じていた利子所得に対してのみ適用されます。 

 

- タイの投資信託が海外の発行者により発行された負債性金融商品から得る歳入法典第40条 (4)(a) に

基づく利子所得。免税措置は2019年8月20日から累積された利子所得で、タイの投資信託へ負債性金融

商品が移転される前のものに対して適用されます。 

 

- 歳入法典第40条 (4)(a) に基づき、以下の種類のファンドから得た利子所得等。 

(a) 退職投資信託（Retirement mutual fund :RMF） 

(b) 社会保障年金信託基金、国民貯蓄基金、政府年金基金、プロビデントファンドおよび退職投資信託

（RMF）へのユニット売却のために設立された投資信託 

 

3. 投資信託の法人税確定申告における所得からの控除 

 

2019年8月20日以降に第40条 (4)(a) に基づき何らかの収入を受け取った投資信託が、その利益に対し15%の税

率で源泉徴収された場合、当該投資信託はその源泉徴収税をファイナルタックスとして扱い、当該源泉徴収税を法

人税確定申告の所得から控除することが可能です。 
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* 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。 
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