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Tax Newsletter, 
Issue no. 1/2018 
 

2017 年 8 月 16 日から 12 月末までの       

税務動向 

I. 追加の費用控除 / その他の控除 

 

1.1   コンピュータ・ソフトウェアの取得 
 

コンピュータプログラムの購入、プログ

ラマーの雇用、プログラム作成の発注

をした中小企業に対して、支払った代

金の 100％について、法人税の計算上

追加控除(10 万バーツまで)を認める勅

令第 647 号が発行されました。尚、支

払先はデジタル経済推進庁（Digital 

Economy Promotion Agency）に登録

されたコンピュータ・ソフトウェアの販売

業者、請負業者、またはサービス提供

者でなくてはなりません。 
 

この優遇措置は 2017 年 1 月 1 日から

2019 年 12 月 31 日までに開始する会

計期間に適用されます。 
 

適用するには、歳入局が定める以下の

基準と条件を満たしていなくてはなりま

せんが、現時点で正式な通達等は発

行されていません。 
 

追加控除の対象となる法人: 
 

(1) いずれの会計期末においても払込

資本金が 500万バーツ未満である

こと。 

(2)  1 会計期間内での売上高またはサ

ービス売上高が 3, 000 万バーツ

未満であること。 
 

ただし、この税務恩典の適用を受けた企

業は、歳入法典がコンピュータ・ソフトウェ

アについて定める他の税務恩典の適用

ができません。 
 

1.2 洪水被害に対する寄付 
 

タイ国内の洪水被災者に対して2017年7

月5日から12月31日の期間に支払った寄

付金の所得控除を認める勅令第645号

および第650号が発行されました。: 
 

• 個人による寄付：  現金での寄付の

150%。ただし、その他の慈善団体、

公益、教育機関および診療所のため

の寄付との合計金額が純課税所得

（手当およびその他の控除後の課税

所得）の 10％を超えないこと。 
 

• 法人による寄付：現金または物品で

の寄付額の 150％。ただし、その他の

慈善団体、公益のための寄付との合

計金額が純利益の 2％を超えないこ

と。 
 

対象となる寄付送付先: 
 

1.   政府機関または認定された慈善団

体 

2.  認定された慈善団体または公益団

体 

 
In this issue: 

 2017年 8月 16日から
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 タイ・カンボジア間の租
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3.  2011年に発生した洪水の際に認定

された代理店としての企業またはパ

ートナーシップ 
 
 

1.3 洪水による被害の修繕費  

タイの洪水で被災した個人に対し、特別

所得控除を認める以下の財務省令第

331 号、財務省告示第 307 号、第 308

号が発行されました。:  

1. 2017年7月5日から12月31日の期間

の洪水により被害を受けたコンドミニ

アムユニット、コンドミニアムに付随す

る建物や設備、およびそれらが所在

する土地の修繕回復費（資材や機

材を含む）は、同期間内に支払われ

た場合、10万バーツを上限として特

別所得控除の対象となります。 
 

この所得控除は、居住、ビジネス、あ

るいは他の目的のために該当資産

を利用する、所有者、賃借人、使用

者に認められます。 
 

複数の資産の修繕を行った場合は

合算で10万バーツを上限として控除

が認められます。 
 

 

2. 2017年7月5日から12月31日の期間

の洪水により損傷した車両または車

両部品の修繕費（資材や機材を含

む）は、同期間内に支払う場合、3万

バーツを上限として特別所得控除の

対象となります。 
 

所得控除は車両の所有者またはハイ

ヤーパーチェス契約を結んだ賃借人

に付与されます。 
 

複数の車両または車両部品の修理を

行った場合は合算で3万バーツを上

限として控除が認められます。 
 

1.4 VAT登録業者に支払う代金を個人

所得税の課税所得から控除 
 

2017年11月11日から12月3日の期間に

VAT登録業者に支払った物品代金また

はサービス提供料を、個人所得税の課

税所得から計15, 000バーツまで控除を

認める財務省令第333号が発行されまし

た。 

 

以下の費用は対象外です。: 
 

 酒、ビール、ワイン 

 たばこ 

 車両用のガソリン、燃料 

 自動車、自動二輪車、船舶 

 旅行業関連法が適用される旅行会社

に対して支払う旅費、ガイド料 

 宿泊業関連法の認可を受けたホテル

に対して支払う宿泊費 
 
  

                                                                                              

 

2. 付加価値税（VAT） 
 

2.1 VATの7%税率をさらに1年延長 
 

勅令第 646 号により、VAT の軽減税率

の適用期限が 2017 年 10 月 1 日から

2018年 9月 30日まで、さらに 1年延長

されました。今後追加延長が決定されな

ければ、2018 年 10 月 1 日以降は 10%

の標準税率が適用されます。 

2.2 VAT制度適用外のその他の自由業 
 

税務監査人については自由業として

VAT 制度を適用しないとする歳入局長

官告示第 217号が 2017年 10月 24日

に発効しました。 
.
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3.健康保険料の控除 

2017 年 1 月 1 日以降にタイの保険会社

に支払った健康保険料を 15, 000バーツ

を上限として個人所得税の課税所得から

控除することを認めた財務省令第334号

および歳入局長官告示第 315 号が発行

されました。 

ただし、控除が認められる健康保険料は、

生命保険料控除額と合算して 10万バー

ツが上限となります。 
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タイ・カンボジア間の租税条約 
 

 

タイとカンボジアは2017年9月7日、二重

課税の回避と脱税防止に向けた租税条

約を締結しました。この条約は2017年12

月26日に発効し、2018年1月1日以後に

開始する課税年度から適用されます。 
 

租税条約の主な概要は次の通りです。: 
 

対象税目 
 

所得税と石油税 
 

恒久的施設 (Permanent 

establishment: PE） 
 

 6 カ月を超える建設、据付もしくは組

立の工事またはこれらに関連する監

督活動。  
 

 締約国の企業が他方の締約国内に

おいて使用人やその他の職員を通じ

て行う管理業務またはコンサルティン

グサービス等の役務提供で、同一事

業について 12 カ月の間に 183 日を

超えて実施する活動。 

 

 他方の締約国内で天然資源の探査

または開発（設備の運転を含む）を 12

カ月の間に 90 日を超えて実施する

活動。 
 

 

配当金 
 

配当金にかかる源泉所得税率は10％で

す。 
 

利子 
 

金融機関（保険会社を含む）に支払われ

る利子にかかる源泉所得税率は10％、

それ以外の利子に対する源泉所得税率

は15％です。 

 

ロイヤルティ 
 

ロイヤルティにかかる源泉所得税率は

10％です。「ロイヤルティ」には産業上、

商業上もしくは学術上の設備の使用に

対する支払いが含まれます。 
 

テクニカルサービス提供料 
 

テクニカルサービスの提供料の源泉所

得税率は10％です。 
 

テクニカルサービスには管理、技術また

はコンサルティングサービスが含まれま

す。      
 

キャピタルゲイン 
 

株式または有価証券の売却または移転

によるキャピタルゲインはタイとカンボジ

アのどちらか一方において課税すること

ができます。 
 

二重課税の回避 

 

二重課税の回避については通常の税額

控除が認められています。しかし、一方

の国で課税された所得税額は、相手国

における課税額から控除できますが、相

手国の課税額を超えることはできません。 

 

租税条約上ではみなし外国税額控除が

認められています。所得源泉地国で税

務恩典を受けた場合にも外国税額控除

を認めることが目的です。 

 

みなし外国税額控除は、2018 年 1 月 1

日から 10 年間有効とされていますが、こ

の期間については相互合意の下、延長

される可能性があります。 
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新たな決済システム法 
 

 

イントロダクション 
 

2017年決済システム法 (B.E. 2560) （以

後、「PSA法」：Payment System Act）は、

既存の電子決済システム関連法を統合

し、急激な技術革新（主に電子決済シス

テムおよび電子決済サービス分野）に対

応するために制定されたもので、タイの

決済システムを国際基準に合致させるこ

とを目的としています。PSA法は2018年

4月17日に施行されます。 
 

PSA法の主要なポイント 
 

1.重要な決済システム 
 

タイ中央銀行 (BOT) により制定、規制さ

れている決済システムは重要な決済シス

テ ム  (IPS: important payment 

systems)と位置づけられています。タイ

中央銀行は、バーツネットシステム
(BAHTNET: the BOT automated high-

value transfer network) や電子小切手

決 済 シ ス テ ム (ECS: the electronic 

cheque clearing system)等のIPSの監視

責任があります。PSA法の下における

IPSの新しい特徴の一つは、その決済完

了性です。 
  

PSA法では、特定の状況においていつ

取引が完了したのか、というカットオフポ

イントを明確に定めています。現行法で

は、取引参加者が管財人の管理下ある

いは会社更生の状況である場合、IPSの

取引は、完了しているかどうかにかかわ

らず、キャンセルしたり反対決済をしたり

することができました。PSA法の下では、

裁判所の命令が発せられる前になされ

たIPSを通した送金や決済は、裁判所の

命令が発せられる日までは決済システム

のルールに従って継続されることになりま

す。これは、裁判所の命令が発せられる

日までにIPSを通じてなされた取引は完

了したとみなされ、キャンセルできないと

いうことを意味しています。 
 

このPSA法の新たなポイントである決済

完了性により、管財人の管理下もしくは

会社更生の状況下における取引参加者

への影響が最小限に抑えられることにな

ります。 
 

2. 監視対象決済システム 
 

PSA法の下、以下の特徴を有する支払

システムは、事業許可証(Licence)が必

要とされる監視対象決済システムとなりま

す。 
 

a) 金融機関間の資金送金システムやカ

ード決済ネットワーク、決済システムと

いった、資金の送金や決済の処理な

どのシステムユーザーのネットワーク

の拠点となる決済システム。 
 

b) 公共の利益、国民の信頼、決済シス

テムの安定性と安全性に影響を与え

るその他の決済システム。 
 

3. 監視対象決済サービス 
 

PSA法の下、以下の決済サービスは、事

業許可証 (Licence) が必要とされる監視

対象決済サービスとなります。 
 

a) クレジットカード、デビットカードまたは

ATMカードによる決済 

b) 電子マネーサービスによる決済 

c) 販売者、サービス提供者または債権

者の代理として支払いを受ける電子決済

サービス 

d) 電子送金 

e) 金融システムまたは公益に影響を与え

る可能性があるその他の決済サービス 
 

また、顧客から前受金を受取る決済サー

ビスの事業者は、前受金をその事業者の

資産とは区分して管理し、如何なる用途

外使用も認められません。当該前受金は

保護され、倒産手続における差し押さえ

や債権者への支払い対象になりません。 
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 PSA法違反にかかる罰金 
 

A. 行政罰 
 
1. IPS 
 

IPSに関する規則および規定に違反した

場合、300 万バーツ以下の罰金が科さ

れます。 
 

2.監視対象決済システム及び監視対象

決済サービス 
 

BOTの規則と規定に違反した場合、200

万バーツ以下の罰金が科せられます。 
 
 
 
 
 
 
 

B. 刑事罰 
 

1. 監視対象決済システム及び監視対象

決 済 サ ー ビ ス 事 業 許 可 証 
(Licence) 

 

監視対象決済システムもしくは監視対象

決済サービス事業を開始する前に事業

許可証の取得を怠った者は、2～10年の

禁固刑または20万～100万バーツの罰

金、またはその両方が科せられます。 
 
 

2.監視対象決済システム及び監視対象

決 済 サ ー ビ ス 事 業 証 明 書 
(Certification) (*1)  

 

監視対象決済システムもしくは監視対象

決済サービス事業を開始する前に事業

許可証明書の取得を怠った者は 5 年以

下の禁固刑または 50万バーツ以下の罰

金、またはその両方が科せられます。 

 
 (*1) 現在においては、事業許可証の取得による方法しか認められていないが、将来的には

別途通達が発行され、事業証明書でも事業を行うことができるようになる予定である。それを

踏まえて、刑事罰においては事業証明書の規定が既に設けられている。 
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最高裁判決－判例 
 

 

事例：増資株式の売却損の損金算入の
否認（最高裁判決  No.8745/2559）
  

概要 
 

2005年、歳入局が原告の2003年度に

関するBusiness Operation Visitを行い、

歳入法典第65条第9項および第13項に

従い、投資に関する損失が人為的ある

いは実体のないもので、かつ原告の事業

目的から乖離していると考え、損失が過

大計上されていると指摘しました。原告

は、当該損失を見直した修正申告書の

提出に同意しなかったため、歳入局は原

告の税務調査のための召喚状を発行し

ました。 
 

1993年、原告は A社の 99.98％の持分

にあたる 39, 993株を、1株あたり額面価

額（1, 000バーツ）、合計39, 993,000バ

ーツで取得しました。同時期に、原告は

B 社の 99.99％の持分に相当する

299,993 株を、1 株あたり額面価額（100

バーツ）、合計 29,999,300 バーツで購

入しました。 
 

2002 年 10 月、原告は自社の事業の一

部を A 社に売却しました。当該事業のフ

ィージビリティスタディ及び分析が行われ、

見通しは良好との結果になりました。しか

し、A 社は当時原告に支払うべき十分な

資金を有していなかったために、増資を

行いました。 
 

2003年 3月 10日、原告はA社株式80, 

000 株について、1 株あたり額面価額（1, 

000バーツ）、合計 80, 000,000バーツ

の増資を引き受けました。これにより、原

告が保有する A 社株式は 119,993 株と

なりました。  A社は、この増資による収入

で原告に対して 2002 年の事業買収の

対価の支払いを行いました。 
 

同時期、B 社は動物飼料工場建設のた

め増資を行いました。これは、B 社事業

のフィージビリティスタディ及び分析の結

果、見通しが良好であったことによります。

原告は B社株式 900,000株について、

1 株あたり額面価額（100 バーツ）、合計

90, 000,000バーツの増資を引き受けま

した。これにより、原告が保有する B社株

式は 1,119,993 株となりました。 しかし、

鳥インフルエンザが発生したために工場

は建設されませんでした。  
 

その後、2003 年 11 月 1 日、原告は、保

有していた A 社及び B 社株式のすべて

を、別の子会社である C 社に対して、歳

入局が定める非上場会社の時価に関す

る基準に従い簿価純資産価額で売却し

ました。これにより、A 社への投資につい

て、88,277,186バーツ、B社への投資に

ついて 87,476,398バーツの損失が発生

しました。2003 年 12 月 31 日期におい

て、原告は総額 175, 753,584 バーツの

投資損失を計上しました。 
 

C 社が購入した株式の支払いのため、原

告は C 社からの借入について、銀行間

振替によりC社の株式購入額と同額の返

済を行いました。尚、同日中に C 社は同

じ銀行口座を使用して同額の資金移動

を原告に対して行っています。 
 

原告は、A社、B社の事業同様原告の事

業が 2003年の鳥インフルエンザの影響

を受けたため、両社株式を全て C社に売

却し、原告に代わり C 社を持ち株会社に

せざるを得なかったと主張しました。こう

して C 社は当該地域の統括会社となりま

した。それに加えて、原告は株式を SET

に上場させる計画を立てていました。上

記株式売却により、原告は A 社、B 社へ

の投資に係る損失を認識する必要がなく

なり、財政状態が改善しました。 
 

最高裁判決 
 

1.増資引き受け後7カ月で発生した関連

会社の株式売却損の損金算入の可

否 
 

最高裁判所は、原告が主張するような目

的で A 社、B 社への投資が行われたの

ではなく、原告の行為は単に税務上の

恩恵を受けるための増資引き受けの意
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図があったとして、歳入局の主張を認め

ました。 
 

 判決を受け、歳入局は、営利追求目的

すなわち事業目的に関連して発生したも

のではないとして、歳入法典第 65条第 9

項及び第 13項に基づきA社および B社

の増資部分に係る原告の株式売却損を

税務否認しました。 
 

この点において、最高裁は、子会社 2 社

が利益を上げるには合理的な期間を要

することを原告が認識していなければな

らなかった、という見方を示しています。

また、原告は、当該売却は SET への上

場計画におけるマイナスの印象を軽減

すると主張しましたが、最高裁は SET へ

の上場は長期的な視点で計画するもの

であると考え、当該主張は合理的ではな

いとしました。さらに、A 社と B 社は継続

して損益を計上しており、短期的には利

益は見込めなかったため、原告は利益を

獲得するためには長期的な投資が求め

られていることを認識すべきでした。 
 

原告は、C 社が地域統括であると主張し

ましたが、実際には C 社は養鶏場のリー

ス事業を行っているだけでした。それに

加えて、C 社の原告からの株式購入のた

め、原告は C社へ借入金を返済しました

が、それは同日付での資金移動でなさ

れていました。  
 

2.関連会社への投資の損失に係る損金

算入可否の決定方法 
 

最高裁は、原告が、投資から利益を得る

ためではなく、単に税務上の恩典を受け

るために、継続して損失を計上している

関連会社 2社からの増資を引き受けたと

したため、2003 年の増資は税務上存在

しなかったものとみなされました。 

すわなち、原告が売却した株式は 2003

年の増資以前に取得した株式のみであ

ったことになります。 
 

その結果、増資部分から発生した売却損

の損金算入は認められず、1993 年に取

得した株式の取得原価のみ、2003年 11

月 1日に売却した際の売却対価からの控

除が認められました。 
 

当該判例から学ぶポイント 
 

歳入局および最高裁は、株式への投資

は、利益を追求するため、すなわち配当

やキャピタルゲインを得ることが目的であ

るべきと考えています。そのため、歳入局

と最高裁は原告の増資引き受けと株式

売却の背景にある全体像を考慮しました。

重要なことは、関連会社間での取引であ

ったために、原告が利益追求のための

増資引き受けであったと歳入局および最

高裁を納得させることが困難であったと

いうことです。 
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