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Ⅰ 2017年に確定した諸法令の改正

（1）タイランド4.0

タイ政府は、プラユット暫定政権の下で 2015年に長期経
済開発計画を作成し、タイが長期的に目指すべき経済社会
のビジョンとして「タイランド4.0（Thailand 4.0）」を示して
います（図表1参照）。「タイランド4.0」は20年にわたる長期
ビジョンであり、2036年までにタイが高所得国入りを果た
すことを目標としています。具体的には、外資企業の投資を
呼び戻し、中所得国からの脱却と少子高齢化に対処するた
め産業構造の高度化を果たすことを掲げています。また、高
所得国入りを達成するために重要産業を囲い込む目的で、
以前の地域別恩典を廃止して、業種別に奨励事業に対して
追加の恩典を付与しています。1990 年代後半のアジア通
貨危機以降、経済成長よりも安定を重視してきたことを勘案
すると、安定から成長へと政策の重心を移動させた今回の
計画は大きな戦略転換となります。

（2）BOI投資奨励法の改正

「タイランド4.0」を達成するために、2017年 1月に「1997

タイ国における法改正の最新動向

はじめに
　2016年から2017年の1年間は、タイ王国にとって大きな
変動の年となりました。なかでも国民にとって大きな出来事
となったのは、タイ国民に深く敬愛されたプミポン・アドゥン
ヤデート国王陛下が2016年10月13日午後にご崩御された
ことでした。88歳でした。国王としての在位期間は70年を超
え、歴史的にもまれに見る長い期間にわたって王位にあった
国王でした。その清廉高潔な人柄も加わって、国民から大
変慕われていたが故に、国民の悲壮感は大きく、経済に打
撃が及ぶことさえ懸念されました。
　プミポン国王は立憲君主制のなかで象徴的な存在であっ
たものの、タイ国の政治的危機には直接的、間接的な介入
を行いました。特に1992年の暗黒の5月事件では、当時対
立していたスチンダ首相とチャムロン都知事の双方を王宮
に召し出し、政府と民主化グループを調停、仲裁し、王の絶
大な政治的影響力により混乱を収拾しました。また、2006
年からのタクシン元首相派と反タクシン派との対立において
も、政治混乱を収束させるため、国王誕生日でのスピーチ
を通じて国民に「足るを知る生活」を呼びかけ私欲を戒めま
した。ご崩御から約1年後の2017年10月25～29日には盛
大な国葬の儀式が執り行われ、再びタイ国内は黒服と喪失
感に包まれました。
　2017年は、投資環境の観点からも多く
の重要な法改正が行われた1年となりまし
た。今回はそれらの重要法令について、
時系列で説明したいと思います。

海外
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図表1：法改正リスク
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Thailand 4.0に向けた
新投資奨励制度

2015年
1977年投資奨励法 改定 

（No. 1-3）
Activity & Sector-based

2017年
1977年投資奨励法 改定

（No. 4）
Technology-based

2017年
特定産業競争力強化法

EEC構想　2017年
投資委員会布告 4/2560

（東部経済回廊投資促進策）
検討中 
奨励対象業種 検討中

東部経済回廊法 B.E. ……… 
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年 BOI投資奨励法改正 No.4」が公布されました。「2015年
改正投資奨励法 No.1、2、3」では、地域別恩典を廃止して、
業種別に恩典を与えるという内容に変更されましたが、この
結果多くの日本企業が法人税の恩典適用外であるB1、B2
カテゴリーに分類され、タイから投資が逃げるという現象が
起きました。そこで、投資奨励改正法 No.4において法人税
恩恵適用外だったB1、B2カテゴリの企業に対しても税務恩
恵を付与する修正がなされ、その他ターゲット・コア・テク
ノロジーや技術革新を利用する事業、研究開発事業に対し
ては、A＋カテゴリとして最大 13年の法人税免除恩典を付
与することとしました。

（3）特定産業協力強化法の制定

また、「タイランド4.0」を達成するため2017年2月に特定
産業競争力強化法が制定されました。この法律のもと、タイ
国にとって重要な産業に対して税務恩典の付与や投資資金
の援助を行います。具体的には本法に基づき設置される競
争力強化委員会が判断する戦略的投資に限定し、最大 15
年間の法人税免除に加えて、研究開発、イノベーションの
推進、人材育成のプロジェクトに対する投資に対して 100
億バーツの資金提供が含まれています。

（4）東部経済回廊投資促進制度の制定

さらには、2017 年 3 月に東部経済回廊投資促進制度
（EEC法）を定め、東部経済回廊沿いのチャチュンサオ、チョ
ンブリ、ラヨンの 3県に対して特別な恩典を付与することを
決定しました。2017年 5月に財務省による恩典の閣議決定
がされていますが、最終法案は 2017年 11月末現在まだ発
行されていません。EEC法制定後、特に最重要プロジェクト
とされる①ウタパオ空港の拡充、②レムチャパン港の開発、
③空港間の東部高速鉄道の敷設、④次世代自動車といった
特定産業のトップ企業の誘致、⑤都市開発、の 5つを掲げ
ています。2017 年 12月末までの申請期限としていました
が、閣議決定の遅れに伴い延期される見込みです。

（5）国家平和秩序維持評議会布告の公布

投資関連の法律以外では、2017年 4月に国家平和秩序
維持評議会布告 No.21/2560が官報に掲載され、同日施行
されました。この改正は事業活動を円滑な推進を目的とし、
民商法、労働法、公開会社法、破産法等の改正が含まれて
います。なかでも企業に影響が大きいのは、配当金の支払
期限が設定されたことです。従来は支払期限の定めがあり
ませんでしたが、民商法の改正により株主総会（期中配当の
場合は取締役会）において配当決議を行った場合、その決
議日から1カ月以内に配当金を支払わなければならない旨
が規定されました。なお、本規定に違反した場合は、最大

20,000バーツの罰金が課されます。
その他の改正で影響が大きいのは、就業規則の提出義務

です。労働者保護法の下で従業員を 10名以上雇用する会
社は、就業規則の作成と労働局への提出が求められていま
した。就業規則を改定した場合も労働局への提出が必要で
した。今回の改正により、就業規則の制定、改訂については
従業員への告知義務のみ（制定：15日以内、改訂：7日以内）
となり、労働局への提出は不要となったなどがあります。

（6）外国人事業法の改正

さらに、2017年 6月に外国人事業法の改正があり、一部
のサービス事業については商務省の許認可取得を不要とす
る商務省令を発行しました。許認可の対象から除外された
のは外国人事業法内の規制事業リスト3※ 1で外国人との競
合体制が確立されていないために規制されていた事業の一
部です。今回の改正では、タイ人投資家が外国人に対して
十分な競争力を持ったとの理由で除外に至りました。除外さ
れた事業のなかで他の法律の制限がなく、今後外国人が外
国人事業法の許認可を取得することなく事業を行うことが可
能になったのは、駐在員事務所と地域統括事務所です。そ
の他、金融機関の金融業務、資産運用業務などについては
外国人事業法の規制対象からは外れましたが、その他の法
律での規制が残るため、従来どおり関連する法律に縛られ
ることになります。

（7）会計基準の見直し

2017年 7月には、会計基準に関する新たな決定がありま
した。在タイ日系企業の多くは、現在TFRS for NPAEs（非公
開会社のためのタイ国会計基準）という会計基準を適用して
いますが、2018 年 1月 1日以降開始事業年度から、TFRS 
for SMEs（中小企業のためのタイ国会計基準）の適用開始
が検討されてきました。多くの日系企業の財務諸表の開示
に影響を与える可能性があり、新基準の運用に向けて準備
している最中でした。

しかし、タイ国会計職連盟（FAP）は 2017年 7月5日の会
議において、TFRS for SMEsおよび関連する全てのガイダ
ンスの草案の撤回を決議しました。それに応じて TFRS for 
SMEsの適用案は全て取り下げられ、適用要件や中身を再
考する旨を発表しました。従って、現時点では従来どおり
2018年 1月1日以降に開始する事業年度についてもTFRS 
for NPAEsを適用することとしています。

※1 外国人事業法（1999年）では特定の事業において、個人、法人を含む外国人の活動を制
限しています。外国人の活動が制限されている事業は下記のとおり大きく3分類されて
おり、今回の改正により、リスト3の事業の一部が除外されました。

 リスト1：特別な理由により外国人の従事が認められていない事業。
 リスト2：国家の安全保障、芸術、文化、民芸、天然資源および環境に関する事業。
 リスト3：外国人との競合体制がまだ確立されていない事業。
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（8）物品税法の改正【図表2】

2017年 9月には改正物品税法が施行されました。改正物
品税法では、物品税関連の法律を一本化し、税額の算出方
法を変更しました。具体的には、課税標準が CIF価格、工場
出荷価格、最終卸売価格から、全て希望小売価格へ変更と
なりました。一方で課税標準の変更を受けて、物品税率や
従価税率が引き下げられた物品もあります。例えば、たばこ
は 1箱 2～15バーツの増税、輸入ワインは 1本 1,000バー
ツを超える場合110バーツの増税、1,000バーツ以下は20
～60バーツの減税、缶ビールは 0.5バーツの増税、砂糖入
りの緑茶飲料、コーヒー、ドリンク剤、清涼飲料水といった
加糖飲料は、現時点で最大で1本2バーツの増税としていま
すが、加糖飲料については 2023年までに段階的な増税を
行うことが公表されています。

 
（9）関税法の改正

さらに 2017 年 11月には改正関税法が施行されました。
主な改正内容は以下の8項目です。

① 調査期間や更生の請求期間の明確化
② 罰金額の軽減
③ 罰則適用における「故意」か「過失」かの考慮
④ 税関職員の立証責任
⑤ 報奨金、謝礼金の減額
⑥ 不服申立委員会の審査期間の明確化
⑦ 延滞税の上限額
⑧ 還付期間の延長

このなかでも⑤報奨金、謝礼金というのはタイ国独自の

制度であり、旧法のもと、関税の脱税に関する情報提供者
に没収品の売上代金の 30％の謝礼金、税関職員に没収品
の売却代金の 25％、情報提供者がいない場合は 30％の報
奨金が上限なしで支払われるという制度がありました。今回
の改正により、情報提供者、税関職員ともに没収品の売上
代金の 20％、かつ 500万バーツ／1件が上限と定められま
した。物品が未没収、または没収品の売却が不可能な場合
は、罰金から報奨金および謝礼金を支払うことになります。
これは長年にわたってタイの日本人商工会議所が国と交渉
していた内容であり、完全撤廃ではなく、上限の設定という
形ですが、やっと聞き入れられた結果となりました。

また、輸出入者等の書類保管義務は新法と同じ5年とされ
ていますが、旧法では、調査期間、更正の請求期間につい
て規定がありませんでした。そのため、関税調査が刑法上の
時効の15年、または徴税権の10年を期限として行われたこ
ともありましたが、改正関税法では①の改正も盛り込まれ、
具体的には、調査期間を5年、更正の請求期間を最大10年
としています。ただし、差し押さえに関しては違反品のみに
限らず、その他の財産も今後対象となります。

また、旧法では、密輸、関税回避、禁制品、既製品の無許
可輸入の全てにおいて、（CIF価格＋関税）× 4の罰金規定
がありますが、実際の関税調査ではCIF価格を含めず、関税
額の 4倍から交渉を開始し、交渉のなかで罰金金額を決定
していくのが慣例となっていました。法廷で争った場合は法
律上のCIF価格を含めた罰金額以上となり、莫大な金額とな
る可能性があることから、実務上関税の係争案件を裁判ま
で持ち込むことはほとんどありませんでした。しかし今後は、
②の改正により、密輸の場合を除き、CIF価格を罰金算定の
前提としないため、関税局の提示に納得がいかない場合

図表2：物品税法の改正

旧物品税法 新物品税法

課税標準

税計算基準

罰金

輸入品：CIF価格＋関税額
国内生産品：工場渡し価格
酒類：最終卸売価格

＜25％以上の未納付額がある場合＞
　未納付額の100％

＜虚偽申告＞
　30万バーツ以下の罰金

＜25％以上の未納付額がある場合＞
 未納付額の200％

＜虚偽申告＞
 120万バーツ以下の罰金

＜酒類＞
＝ 最終小売価格 ×適用税率※

希望小売価格

希望小売価格×適用税率

内国税対象品

＝ 
価格×適用税率

1－（1.1×適用税率）

内国税対象外品

＝ 
価格×適用従価税率

1－適用従価税率

＜その他＞

※適用税率は従価税率または特定税率のいずれか高いほうを適用
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は、裁判に持ち込むことが可能となりました。裁判で負けた
場合でも罰金は納付不足額の 0.5倍から4倍となり、税務調
査での提示額と同等となることから、納税者の選択肢が増え
ました。ただし、密輸の場合は依然としてCIF価格が罰金の
計算式に含まれます。ハンドキャリー、クーリエ等での図面
の受け渡しなどについては、正式な通関を行ったことを証
明するため、通関時に受領した輸入申告書を保持すること
をお勧めします。

2 検討中の改正事案

（1）移転価格税制

ドラフト段階の重要な法改正について紹介します。なかで
も注目を集めているのが、移転価格税制です。タイ国にお
いては 2017年 11月末現在で移転価格に関する法律はあり
ません。従って、移転価格税制を扱うに当たっては、現行の
歳入法典や移転価格税制についてのガイドラインに則った
運営が求められています。このようななかで 2017 年 6月、
タイ国が OECDの BEPS（税源侵食と利益移転）プロジェクト
の実施に向けた「BEPS包摂的枠組み」の参加国となりまし
た。これに伴い、BEPS15の行動計画のなかから参加国間
の相互モニタリングの対象となる4つのミニマムスタンダー
ドの遵守が必須となりました。

また、2017年 6月には移転価格税制法案が歳入局ウェブ
サイトに掲載され、7月までパブリックコメントを実施しまし
た。パブリックコメントの結果として、売上高基準、関係会
社取引額基準、レポート言語、適用時期、ペナルテｨの計算
等、70を超える質問書が提出されています。

法案の骨子としては「関連者間取引」について、歳入局調
査担当官に独立企業間価格の基準により調整する権限を付
与すること、移転価格調査による更正の結果過大に納税し
たこととなった納税者は、二重課税を排除するために更正
通知の日から60日以内、または法人税確定申告書提出の

提出期限から3年以内に還付請求をすることができること、
「関連者間取引」を有する納税者は事業年度終了日から150

日以内に、法人税の申告書とともに移転価格ポリシーなどの
情報の提出が求められること、また合理的な理由なく書類の
提出をしない場合や、書類や内容に不備がある場合は 20
万バーツ以下の罰金を課すことなどが検討されています。
今後は修正法案の閣議決定、国家立法評議会の承認をもっ
て、公布となります。

（2）労働者保護法の改正

労働者保護法改正をご紹介します。2017年 8月15日に
労働省が提出した法案が閣議決定されました。主な改正事
項としては 20 年以上勤務した従業員の退職金を最終給与
400日分へと引き上げ、いかなる状況であっても、従業員の
人事異動に当たっては従業員の同意が必要、妊婦検診も産
休と認めること、事前通告なしの支払期日を過ぎた報酬や
賃金、支払期日を超過した一時休業中の報酬、賃金、保証
金返金の遅延、残業代、解雇手当、特別給付金等の支払い
の遅延は15％の年利を課すことが定められています。

3 おわりに

2017 年に公表された重要な法改正を紹介しましたが、
2017 年は例年と比較しても多くの重要な法改正が行われ
た年となりました。まだまだ法整備が十分でない分野も多々
ありますが、外国人投資家を呼び込むことで中所得国から
脱却し、高所得国の国際メンバーとして法体制を確立させ
たい国の姿勢が見えてきます。2018 年には、日本企業に
とって重要な法案になるであろう、移転価格税制や労働者
保護法の改正が発表される可能性があります。今後もタイ
国の法改正の動きとその情報の確保、さらに対応行動の実
施が求められています。
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