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タイ国会計基準の概要 

 公的説明責任を有するか否かによって適用すべき会計基準を2つに分けて設定されている。 

 Thai Financial Reporting Standards for Publicly Accountable Entities（TFRS for PAEs） 
⇒上場会社向け会計基準 
 
 

 Thai Financial Reporting Standard for Non-Publicly Accountable Entities（TFRS for NPAEs） 
⇒非上場会社向け会計基準 

会計 

 1．タイ国会計基準の概要 

日系企業の場合、一部の例外を除いてほとんどがTFRS for NPAEsを採用している。 
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TFRS for PAEsの概要 

 上場会社等、Publicly Accountable Entities（PAEs、定義は下記参照）と呼ばれる公的説明責任を負う会社
に対して適用される会計基準であり、FAP（タイ国会計士連盟）によって過去より国際的に許容されることを目的
として、IFRSへのコンバージェンスが進められてきた。 

 負債証券、又は株式が公開市場（国内または海外の証券取引所、国内又は地域市場を含む店頭取引市場）において取引され
ている、もしくは、公開市場においてなんらかの金融商品を発行する目的で財務諸表を証券委員会又は、その他の規制機関に
登記している、または、登記準備中である法人 

 
 金融機関、保険会社、信託、投資信託等、特定の法令に従い公的資産に関する事業を行っている法人 
 
 公開企業法に規定された公開企業である法人 

 
 その他通知された法人 

PAEsの定義 

会計 

 2．TFRS for PAEｓとは 

TFRS for PAEsは、2012年1月1日時点で有効となっているIFRSのほぼ主要な会計基準がコンバージェンスさ
れたもので、その内容のみならず、基準書および解釈指針等の構成についてもIFRSとほぼ同等となっている。   
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タイ国会計士連盟（FAP）により作成されたTFRS for NPAEsは、全21章・計390項からなるシンプルな会計
基準であり、タイ国独自の会計基準である。継続企業の前提および発生主義会計をベースにしながら、中小
企業の実務的負担を配慮して、税効果会計やデリバティブ取引等の複雑な会計基準は言及していない。 

TFRS for NPAEsの特徴 

 

TFRS for NPAEsの会計処理概要 

 
項目 要求される会計処理 

売掛金 回収可能性に応じた貸倒引当金の計上が要求される。 

棚卸資産 低価法の適用が要求される。また、棚卸評価損の繰入及び戻入は売上原価にて計上される。 
棚卸差損は管理費に計上される。 

有形固定資産 再評価モデルは認められず、原価モデル（減価償却・評価減を考慮）による評価を行う。 
取得原価を重要な構成要素に配分し、構成要素ごとに減価償却を行う。（コンポーネントアカウンティング） 
将来の原状回復費等の資産除却債務が存在する場合、債務を認識するとともに同額を固定資産に計上する。 

無形固定資産 再評価モデルは認められず、原価モデル（減価償却・評価減を考慮）による評価を行う。 
耐用年数を見積もれない場合（のれん等）は10年間で償却を行う。 

投資 市場性のある投資については満期保有目的投資を除き時価評価を行う。 
市場性のない投資は、原価法による評価（評価減を考慮）を行う。 

借入費用 一定の要件を満たす適格資産にかかる借入費用は、資産計上を行う。 

退職給付債務 最善の見積により計上することとされており、TFRS for PAEsやIFRSのような詳細な規定はない。 

リース ファイナンス・リース取引については資産化処理を要求される。また、判定のための数値基準が示されている。 

会計方針の変更 原則として、過去から引き続き、変更後の会計方針を適用していたという前提で、過去の財務諸表を修正再表示す
る。（遡及修正が要求されている。） 

開示 キャッシュー・フロー計算書、連結財務諸表、セグメント情報、関連当事者取引に係る開示が要求されていない。 

会計 

 3．TFRS for NPAEsとは（1/3） 
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TFRS for PAEsの個別会計基準の任意適用 

 TFRS for NPAEsを適用する場合であっても、下記、一部のTFRS for PAEsの基準書について個別に任意
適用することは容認されている。 

基準書 基準書名 

TAS第７号 キャッシュ・フロー計算書 

TAS第12号 法人所得税 

TAS第19号 従業員給付 

TAS第24号 関連当事者についての開示 

TAS第27号 連結及び個別財務諸表 

TAS第28号 関連会社に対する投資 

TFRS第３号 企業結合 

TFRS第８号 事業セグメント 

日系企業の対応 

 ほぼ全ての在タイ非上場日系企業はNPAEsに該当し、NPAEsに該当する日系企業のほとんどがTFRS for 
NPAEsに準拠して財務諸表を作成している。 

IFRSとNPAEsの重要な差異項目（税効果会計、デリバティブ取引）については、連結財務諸表における重要
性を考慮し、個別にTFRS for PAEsの会計基準を任意適用、もしくは連結修正で対応している。 

会計 

 3．TFRS for NPAEsとは（2/3） 
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TFRS for NPAEsの今後の改訂 

 

TFRS for NPAEsの現状の問題点 

  FAPにより策定されたタイ国独自の会計基準であるため、親会社の財務諸表が日本基準やIFRS等により作
成されている場合には、親会社の連結財務諸表作成を目的とした組替調整が別途必要となるケースがある。 
 

 TFRS for PAEsについては、IFRSの改訂から数年のコンバージェンス作業期間を経て改訂が行われるが、
TFRS for NPAEsについてはIFRSの改訂と同頻度での改定は行われていない。そのため、 IFRSとの会計
基準差が拡大する傾向にある。 

  
 包括利益（ 純資産の変動額のうち、当該企業の純資産に対する持分所有者との直接的な取引によらない部

分 ）の概念がないため、一部の会計基準の適用が困難となるケースがある。 
 

 ＴFRS for NPAEsについては、現時点において大きな改訂等は見込まれていない。 

会計 

 3．TFRS for NPAEsとは（3/3） 



会社法の基礎 
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Thai Co. 
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Thai Government 
Double Taxation 

Agreement  

Employees Shareholders 

Alien Business Law 

Immigration Act 

Alien Work Permit Act       

Labor Protection Act 

Revenue Code 

Custom Act 

Auditor 

Civil & Commercial Code 
（民商法） 

IEAT Act 

Factory Act 

Land Code 

Investment Promotion Act 

Creditor 

会社法 

 1．タイの日系企業を取り巻く主な法律 
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Ⅰ 総則 (General Principles) 

Ⅱ 義務 (Obligations) 

 Ⅲ 各種契約 (Specific Contracts) 

 Ⅳ 財産 (Property) 

Ⅴ 家族 (Family) 

 Ⅵ 相続 (Succession) 

第1編  販売 (Sale) 
第2編  交換 (Exchange) 
第3編  贈与 (Gift) 
第4編  賃貸 (Hire of Property) 
第5編  割賦購入 (Hire-Purchase) 
第6編  役務提供 (Hire of Services) 
第7編  請負 (Hire of Work) 
第8編  運送 (Carriage) 
第9編  貸与 (Loan) 
第10編   預託(Deposit) 
第11編   保証 (Suretyship) 

第12編  抵当 (Mortgage) 
第13編  担保 (Pledge) 
第14編  倉庫 (Warehousing) 
第15編  代理 (Agency) 
第16編  仲介 (Brokerage) 
第17編  和解 (Compromise) 
第18編  賭博 (Gambling and Betting) 
第19編  相殺 (Current Account) 
第20編  保険 (Insurance) 
第21編  手形小切手 (Bills) 
第22編  パートナーシップ及び会社 (Partnerships and Companies) 

第1章  総則 (General Provisions) 
第2章  普通パートナーシップ (Ordinary Partnerships) 
第3章  有限パートナーシップ (Limited Partnerships) 
第4章  非公開株式会社 (Limited Companies)  
第5章  清算 (Liquidation of Registered Partnerships, 
                  Limited Partnerships and Limited Companies) 

会社法 

 1-1．民商法（Civil and Commercial Code; CCC）の構成 



12 © 2015 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the 
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

株主総会 

取締役会 

資本総額（増資額）を決定 

株主に対して引受株式の未払い部
分の払込催促。 

会社 
 

既 存 株 主 

引受額の25％ 
以上払込 

原則額面発行 
記名式株券 

第３者割り当て増資は
認められない。 

・法律上は最低資本金の要件なし 
・分割払込が認められている 
・原則、額面・記名式株式の発行 
・公募増資の禁止 
・債務の株式化の禁止 
・自己株式保有の禁止 

主な特徴 

会社法 

 2．資本制度 概要 
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 1株5バーツ以上の額面株式（1117条） 
 額面より低い価格での発行はできない（1105条） 
 額面より高い価格での発行は基本定款に 
  定めがあれば可能（1105条） 
 現物出資可能（1108条⑤） 
 相殺によって払込に代えることは不可。（1121条） 
 優先株式の発行可能（1108条） 
 公募の禁止（1102条） 
 自己株式の所有・質受はできない（1143条） 

株式の発行 

 分割払込が可能。最初の払込は引受額の 
  25％以上であること（1110条） 
 取締役は事前の書留通知を出せば未払込部分の 
  払込催告がいつでも可能（1120条） 
 払込催告の指定日以降も払込ない場合は、 
  利息が発生する（1122条）。最終的には株式を 
  没収・競売することも可能（1124条） 
 
 

 付属定款に別段の定めのない限り、 
  会社の同意なく譲渡可能（1129条） 
 譲渡の効力は、会社や第三者に対しては、 
  株主名簿の書換・登記が必要（1129条） 
 譲渡契約書の記載事項（1129条） 
  譲渡人・譲受人署名、立会人署名、対象株式数 
 株式分割はできない（1118条） 
 株式交換や株式併合の制度はない 

株式の払込 

株式の譲渡 

 株券の交付義務（1127条） 
 原則として記名式株券。付属定款に定めがあり、 
     全額払込済の場合は無記名式株券も発行可能 

 （1134条） 
 株券の記載事項（1128条） 

 社名、株式番号、株主氏名、取締役署名、社印、 
 額面金額、一部払込既未了の場合には払込額 
 株主の死亡や破産の場合、株券と証拠書類を 

 もって、株主名簿の書換が可能（1132条） 

株券 

タイの会社法の基礎 

 2-1．株式に係る主な規定 
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取締役（会） 

株主総会 

（会計）監査人（公認会計士） 

会社の基本的事項を決定する 
最高意思決定機関 

業務執行機関 会計監査機関 

選任 
解任 

選任 
解任 

監査役制度はない 
（ただし公開株式会社は 
監査委員会設置） 

Thai Co. 

会社法 

 3．会社の機関 
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召集 

決議 

定時株主総会 

臨時株主総会 

普通決議事項 

取締役がいつでも召集可能（1172条）。20％以上の 
 株式を所有する株主も、開催要求可能（1173条） 
 
登録資本の半分を欠損した場合には、取締役は 
 遅滞なく開催する必要あり（1172条） 

 召集通知は開催14日前までに新聞公告及び通知すること 
（1175条） 
 
  出席株主の議決権の3／4以上の賛成多数で可決 

（1194条） 
 

 法定の特別決議事項 
 ①基本定款・付属定款の変更（1145条） 
 ②増資・減資（1220条、1224条） 
 ③解散（1236条） 
 ④合併（1238条） 
 ⑤公開株式会社への組織変更 

特別決議事項 

年1回、期末日後4ヶ月以内に開催すること 
 （1171条、1197条） 

召集通知は開催7日前までに新聞公告及び通知すること（1175条） 

 挙手による方法と投票による方法がある。 
  挙手の場合は出席株主1名につき1議決権、 
  投票の場合は原則として1株につき1議決権（1182条） 
 代理人による議決権行使も可能（1187条） 
 株主総会決議に瑕疵がある場合、株主は 
  裁判所へ取消を求めることが可能（1195条） 

 取締役の選任・解任と報酬（1150条、1151条） 
 （会計）監査人の選任と報酬（1209条、1210条） 
 財務諸表及び利益処分の承認（1197条、1201条） 

会社法 

 3-1．株主総会に係る主な規定 
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 最長3年。毎年度の最初の株主総会において、 
  1／3（又は1／3に最も近い数）の取締役が退任 
  すること（1152条）。ただし退任したものを再び 
  選任することも可能 
 株主総会はいつでも取締役を解任可能（1156条） 
 取締役会の設置は任意。開催時期や決議事項に 
  関する規定はないため、設置する場合は付属定款で 
  定めるのが一般的 

任期 

 
 登記上は、代表権のある取締役（Authorized 
  Director）と代表権のない取締役（Non-authorized  
  Director）の2種類のみ。代表権は、会社の代表として 
  署名する権利を意味し、PresidentやManaging  
  Director等の名称は、単なる呼称に過ぎない  
 取締役としての資格に瑕疵があった場合でも、 
  その者が第三者に対して行った行為は、正当な 
  取締役が行った行為として有効（1166条） 
 代表権のない取締役が行った行為に関する 
  表見代表取締役規定はないが、類推適用はありうる 

代表取締役 

 
 取締役の義務（1168条） 
  ①善管注意義務 
  ②競業避止義務（該当する業務を行う場合、株主総会 
    の承認を必要とする） 
  ③株主に資本金払い込みを遂行させる義務 
  ④適法な会計帳簿等を作成・保管する義務 
  ⑤適法な配当・利子を分配する義務 
  ⑥株主総会決議を適正に執行する義務 
 取締役が株主総会の承認を受けず行った行為に 
  よって会社が損害を被った場合、会社・株主・ 
  会社債権者は、当該取締役に対して損害賠償を 
  請求可能（1169条） 
 取締役が株主総会の承認を受けて行った行為に 
  ついては、会社並びに承認した株主に対しては免責。 
  承認しなかった株主は、当該株主総会開催日より 
  6ヶ月以内に限り、損害賠償を請求可能（1170条） 

責任 

会社法 

 3-2．取締役に係る主な規定 
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 少なくとも年1回、当該会計年度に係る貸借対照表 
  及び損益計算書を作成すること（1196条） 
 （会計）監査人による監査を経て、期末日より4ヶ 
  月以内に、株主総会に提出すること（1197条） 
 取締役は、当該会計年度に係る事業の報告書を 
  作成すること（1198条） 
 株主総会開催日の3日前までに、株主名簿記載の 
  株主に、財務諸表の写しを送付すること（1197条） 
 株主総会において採択された財務諸表につき、 
  取締役は、当該株主総会より1ヶ月以内に、 
  商務省へ提出すること（1199条） 
 （会計）監査人は、株主総会において財務諸表に 
  関する意見表明をすること（1214条） 
 

決算 

決算日 
12/31 株主総会 

4/30 
 

財務諸表を商務省
へ提出 
5/31 

召集通知発
送及び新聞

広告 
 

決算スケジュール 

決算日より4ヶ月以内 

株主総会後1ヶ月以内 

株主総会の7日前 

会社法 

 4．決算 
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 原則として株主総会決議を経ること（1201条）。取締役が、会社の利益が配当するだけ十分にあると判断した場合 
  は、株主総会決議を経ずに期中配当を実施可能（1201条） 
 損失がある場合は、それが補填されるまで配当はできない（1201条） 
 利益がないにもかかわらず配当が実施された場合は、会社債権者は、会社に対して配当返還請求が可能。 
  ただし、善意の株主には、返還義務はない（1203条） 
 配当対象となる株主は、定時株主総会に出席する権利を有する株主であると解されている。会社は定時株主 
  総会直前14日間株主名簿を閉鎖できる。（第1131条） 

配当 

当期純利益 THB  100,000  

未処分利益 THB 1,000,000 

株 主 

配当可能 

株 主 

配当可能 

株 主 

配当不可 

当期純損失 THB ▲100,000  

未処分利益 THB  800,000 

当期純利益 THB  100,000  

未処分損失 THB ▲500,000 

会社法 

 5．配当に係る主な規定 
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アフィダビット （Affidavit） 

基本定款（Memorandum of Association, MOA; Form Bor Or Jor 2）  

会社登記番号、会社登記日、会社商号、取締役人数・氏名・サイン権限、 
登録資本金額、本店登記住所 

基本定款登記番号（会社登記番号とは異なる）、会社商号、登録資本金額、株式総数、1株当たり額面、 
発起人リスト、事業目的等  

付属定款（Articles of Association, AOA）  

株主総会や取締役会の運営規約等、会社経営上の基本的な諸規則。民商法や合弁契約に従って各社各様に 
作成されるが、商務省の標準様式もある。 

設立登記証（Certificate of Incorporation; Form Tor Kor 0401）  

会社設立の登記情報（Registration of Formation of Company; Form Bor Or Jor 3）  

会社登記番号、登録資本金額、株式総数、1株当たり額面、引受株式数（普通株・優先株別）、払込総額、 
取締役人数・氏名・職業・住所、サイン権限を有する取締役の人数・氏名、事業所の数、社印（Company Seal）等  

会社の登記事実の証明書。原本を本社に掲示しておかなければならない。  

英語で内容把握しておくべき 
（公式書類は全てタイ語） 

参 

株主リスト（List of Shareholders; Form Bor Or Jor 5） 

1株当たり額面、タイ人株主・外国人株主の人数・持株数、株主氏名・国籍・住所・持株数・払込資本金額、 
株式番号、株券発行日、株主として登録された日、株主でなくなった日 

会社法 

 参考： 会社登記書類 



 
個人所得税の基礎 
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日タイ租税条約第14条に基づく短期滞在者免税規定 

1月1日 12月31日 180日（通算） 

非居住者 
（居住者以外の者） 

 

居住者 
（タイ国内の滞在日数が 

180日以上となる者） 

タイ国外源泉所得のうち同年度 
中にタイ国内に持ち込んだ金額 

課
税
対
象
所
得 

タイ国内源泉所得 

3条件全て 
充足すれば免税 

 
 
・タイ国内における職位･職務から得た所得 
・タイ国内の事業所又は事業からの所得 
・タイ国内に所在する資産からの所得 
 

所得の受領地や、 
   居住者か非居住者かは問わない 

タイ国内源泉所得とは 

合算申告 

日本からタイへの出張であっても、タイで労働する限り、タイで課税であるが・・・ 

出向者(タイ現地法人と雇用関係を有する 

駐在員)には適用がないことに留意 

① 暦年の累計滞在日数が180日 
   を超えないこと 
② 日本法人が給与を支払うこと     
③ タイ法人が給与を負担しないこと 

課税期間は暦年のみ 

1月1日～12月31日 

個人所得税 

 1．納税義務者と課税の範囲（1/2） 
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タイ払い給与 

日本払い給与 
給与所得 

シンガポールの関連会社から支払われた
給与（タイの銀行口座に送金）：シンガ
ポールの役員の給与として支払 

日本にあるマンションの賃貸収入 
（賃借人が日本の銀行口座へ入金し、タイ
国内への送金無し） 

タイ国内源泉所得 

タイ国外源泉所得 

タイ払い給与   1,000 
日本払い給与   2,000 
シンガポールから支払われた給与               2,000                     
課税所得    5,000千バーツ 

1,000千バーツ 

2,000千バーツ 

金額            

2,000千バーツ 

1,500千バーツ 

金額            

国内源泉所得 国外源泉所得 

合算申告 

タイ現法の駐在員 

かつ 

シンガポール現法の役員 

個人所得税 

 1．納税義務者と課税の範囲（2/2） 
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1月1日 毎月末 翌月7日 12月31日 

課税年度（暦年） 

2月15日 2月末 3月末 

①毎月徴収した給与等に係る源泉税を、翌月7日までに申告・納税（会社） 

②年末の最後に支給される給与で過不足調整（会社） 
  日本の人事部に日本払い給与のデータ明細依頼 

③翌年の2月15日までに各従業員に対して源泉徴収証明書の発行（会社） 
   年明後、早い時期に日本払い給与のデータ収集 

④翌年の2月末までに税務署に源泉徴収の年次報告書の提出（会社） 

⑤翌年の3月末までに税務署に確定申告･追加納税（各個人の義務） 
 会社が所得税負担する場合は日本人分をまとめて納付 

① ② ③ ④ ⑤ 

個人所得税 

 2．申告・納付手続 
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• 基礎控除：3万バーツ 
• 配偶者控除：3万バーツ 
• 扶養控除：1人1.5万バーツ 

 （3人まで） 
• 父母扶養控除：1人3万バーツ 
• 生命保険料：年間10万バーツまで 
• 教育費：年間2千バーツまで 
• プロビデントファンド 
• ＲＭＦ、ＬＴＦ 
• 社会保険料 、寄付金等  

配偶者控除、扶養控除、その他所得控除  

課税所得 

15万 30万 50万 75万 

5% 

10% 

30% 

非課税所得  

 0% 

総
所
得   

累進課税 

経費控除  

15% 

20% 

100万 

25% 

200万 

35% 

400万 (Baht) 

• 給与所得控除：40％ 
 （6万バーツまで） 
• その他の控除 

赴任・帰任旅費（実費）など 

個人所得税 

 3．課税対象の算定 



 
法人所得税の基礎 
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地方税 

土地家屋税 (House & Land Tax) 

法人税 (Corporate Income Tax) 

間接税 

直接税  

国 税 

個人所得税 (Personal Income Tax) 

輸出入関税 (Custom Duty) 

印紙税 (Stamp Duty) 

付加価値税 (Value Added Tax) 

看板税 (Signboard Tax) 

銀行、証券、生保、不動産販売などの事業に 
課される税金。商業銀行類似業務も対象 

土地建物の所有者に課される税金（所有者の居住用を除く）。申告2月。 
年間賃料相当額×12.5%  工場の場合、軽減措置あり（×1/3） 

土地家屋税の課税対象を除く土地の所有者に課される税金（更地など） 
申告1月。土地評価額×税率（地域によって異なる） 

収益事業目的で使用されている会社名、商号、商標等が書かれた看板の 
所有者に課される税金。申告3月。看板面積×税率（表記言語によって異なる） 

酒、煙草、電器製品、自動車、化粧品等の 
奢侈品やｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄに課される税金 

特定の証書に課される税金。土地建物賃貸、 
株式譲渡、ﾊｲﾔｰﾊﾟｰﾁｪｽ、借入契約書も対象 

石油所得税 (Petroleum Income Tax) 

関税局 

物品消費税 (Excise Tax) 

地方開発税 (Local Development Tax) 

石油・天然ｶﾞｽの採掘者に課される税金 

物品税局 

特定事業税 (Specific Business Tax) 

歳入局 
（内国歳入法） 

法人所得税 

 1. タイの税制の概要 
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法人税 

項目 日本 

申告納税方式 
（納税者が税務申告書を作成して納税） 

決算日後2ヶ月以内（1ヶ月の延長可） 
納税期限は申告期限と同じ 

タイ 

左記同様 

決算日後150日以内（原則延長不可） 
納税期限は申告期限と同じ 

課税方式 

確定申告期限 
（納税期限） 

上半期決算日（6ヶ月）後2ヶ月以内 
納税期限は申告期限と同じ 

 
 
 

上半期決算日（6ヶ月）後2ヶ月以内 
納税期限は申告期限と同じ 

年間の見積課税所得の1/2を納付。 
最終の課税所得よりも25％以上 
下回った場合にはペナルティあり 

中間申告期限 

決算書上の税引前利益に税務上の加算 
・減算調整を行って課税所得を算出 左記同様 税額の計算 

法人の所得に対して課される税金は、 
法人税（国税）のほかに法人事業税 

と法人住民税（地方税）がある 

法人の所得に対して課される税金は、 
法人税（国税）のみ 

法人所得税 
（地方税） 

法人所得税（法人税＋法人事業税＋法人 
住民税）の合計の実効税率は、35.64％ 法人所得税の実効税率は、20％ 実効税率 

法人所得税 

 1. タイの税制の概要 – 日本の法人所得税との比較 
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法人所得税 

 2．法人所得税率 
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法人税は、中間と期末の年2回に分けて納付する必要がある 
（但し、設立事業年度や解散事業年度など事業年度が12ヵ月未満の場合は中間申告不要） 

1/1 6/30 8/31 12/31 5/30 

中間決算日 

2014年 
期末決算日 

（12月末決算の場合） 

2014年 

中間申告期限 確定申告期限 

2ヶ月  150日  

4/1 9/30 11/30 3/31 8/28 

中間決算日 

（3月末決算の場合） 

2014年 

中間申告期限 確定申告期限 

2ヶ月  150日 

2015年 
期末決算日 

法人所得税 

 3．申告・納付手続 
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• 政府にとって、より確実かつ安定的に税収を確保することを可能にするシステム 

• 給与及び国内サービス取引等の居住者（国内の個人・法人）への支払いが課税対象 

• 非居住者（国外の個人・法人）への一定の取引にかかる支払も課税対象 

• 所得の支払者が徴収・納税義務を負う（義務を怠った場合には、徴収すべきであった
税額に対して月1.5%の延滞税が課される） 

10  90を送金 

100の報酬の支払い 

源泉税10を引いた残額
10を税務署へ納付 

税務署へ納付 
（Bの法人税の前払い） 

年間の所得 
100 

源泉徴収制度は、給与や国内のサービス取引等、並びに国外の会社
等（非居住者）への一定の支払に課される法人税の前払いシステム 

10 

法人税 20 

← 10は納付済 10 10 

10 

支払を行う
会社 A 

収入を得る
会社 B 

法人所得税 

 4．源泉所得税の仕組み 



 
付加価値税の基礎 
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課税標準に含めない取引 

・販売時における値引（Tax Invoiceにその旨記載されていなければならない） 
・歳入局長が認める売上割戻（実際には歳入局の通達がなく認められない） 
・景品･サンプル等（販売と同時提供すること、販売物品等よりも価値が低いこと等の条件がある） 
・タイ国外で行われる物品の販売に対してタイ国外の会社より受領するコミッション       etc. 

× VAT 
（付加価値税） 

課税標準 
（取引額） 

税率 
（現行７％） ＝ 

(Revenue Code Sec.79  
& D.G.Notification on VAT No.40) 

市場価格を課税標準とする取引 

・無償又は低廉による物品販売･サービス提供 
・事業以外のための物品･サービスの自己消費 
・棚卸差損 
・事業を清算する場合の保有資産                              etc. 

(Revenue Code Sec.79/3  
& Royal Decree No.245) 

 
 
関税局査定のCIF価格＋輸入関税（BOI減免額を含む）＋物品消費税等（あれば） 

輸入物品の課税標準 (Revenue Code Sec.79/2(1)) 

付加価値税 

 1．税率 納税額計算 
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税額控除に使用できない仕入VATにより、納税者の追加コストが発生。 

使用できない仕入VAT 

本来の 
納税額 

納税者の 
追加コスト 

 
 
売上VAT（Sales VAT)：物品販売又はサービスの 
提供時に請求するVAT。OUTPUT TAXとも言う。 
 
仕入VAT（Purchase VAT)：物品又はサービス 
購入時に請求されるVAT。INPUT TAXとも言う。 

ご参考 

付加価値税 

 2-1．納税額計算 税額控除できない仕入VATの影響 
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①取引証明書であるTax Invoiceがない又はTax InvoiceによるVATの徴収を立証できない場合 

②記載事項に誤りや不備があるTax Invoiceに基づくVAT 

以下の仕入VATは、売上VATから控除できない。 

③事業に直接関係しない支出に係るVAT 

④交際費に係るVAT 

⑤Tax Invoiceの発行資格のない者が発行したTax Invoiceに基づくVAT 

⑥その他 
・乗用車又は10人乗り以下のバスの購入・ハイヤーパーチェス・リースに係るVAT（専門業者は除く） 
・スーパー等の簡易Tax Invoice に基づくVAT 
・VAT非課税事業で使用するために購入した物品・サービスに係るVAT            etc. 

(Revenue Code Sec.82/5  
& D.G.Notification on VAT No.17) 

 
 
上記の「税額控除に使用できない仕入VAT」のうち、④と⑥については、損金算入が認められている。 

法人税計算上の留意点 

⑦事前印刷又はパソコン打出しによらないTax Invoiceに基づくVAT（発行者氏名･住所･納税者番号） 

支払者の 
コストになる 

(Revenue Code Sec.65ter. 6 bis ) 

付加価値税 

 2-2．納税額計算 税額控除に使用できない仕入VAT 
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①「Tax Invoice」という記載 
②発行者の名称、住所および納税者番号 
③商品・サービスの購買者の名称、住所 
④Tax Invoiceの番号（あれば冊番も） 
⑤商品・サービスの名称、種類、区分、数量および価格 
⑥VAT金額（商品・サービスの本体価格と分けて記載） 
⑦Tax Invoiceの発行日付 
⑧局長が定めるその他の事項（他の書類との同時発行、支店発行の場合はその旨記載） 
※基本的にタイ語、タイバーツおよびタイもしくはアラビア数字を用いることが求められる。 
※小売業の場合、記載要件の一部が省略される。 
 
 
 

Tax Invoiceの要件 

(Revenue Code Section 86/4、86/6 ) 

 
売上VAT記録、仕入VAT記録に関する規定の改定（2015年1月1日以降発行の

Tax Invoiceから適用） 
顧客/物品販売者の納税者番号及び事業所（本店/支店）の記載が要求される。 

 

変更点 

付加価値税 

 2-3． Tax Invoiceの要件 
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全てのVAT取引は、Tax Invoiceを使用して立証しなければならない。 
Tax Invoice方式 

1月1日 月末 翌月15日 

課税期間は月次ベース 
Tax invoiceに基づき、当月の売上VATと仕入VATの差額を集計し、 
申告フォーム（Phor.Phor.30）を用いて翌月15日までに納付する。 

月末 翌月15日 月末 翌月15日 

 
 
Tax Invoiceは、原則として供給者が発行する義務がある。 
Tax Invoiceの発行者 

例外 
 
物品の輸入…輸入者が通関時に関税局へVATを支払う。 
      →「関税局の発行した領収書」がTax Invoiceになる。 
 

サービスの輸入…輸入者がサービス料を支払った翌月に歳入局へVATを支払う。 
        →「歳入局の発行した領収書」がTax Invoiceになる。 

Self-assessment 
必要 

付加価値税 

 3．納付手続 



税務調査の留意事項 
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(1) 税務調査の種類 
 
 一般調査 

 

• 通常、毎年もしくは2年に一度、所轄税務署が会社に訪問（もしくへ税務署へ呼出し）または電話にて、決算内容や法
人税の申告内容について、ヒアリングおよび資料提出を要求される。 
 

• ここで何らかのミスが発見されたり、指摘事項があった場合には、基本的に修正申告を求められる。 
 

• 税務調査官が重大な問題を発見した、もしくは重大な疑義が生じた場合、もしくは会社が修正申告に応じなかった場
合には、税務当局が召喚状（Tax Summon）を発行し、本格的な税務調査に発展する。 

 

 本格調査 
 

• 召喚状が発行されると、法人税に限らず、VAT、源泉税、印紙税といった広範囲の税目にまで調査範囲が及ぶ。 
 

• 通常、直近の2事業年度を調査対象とするが、重大な問題があると認められる場合には、過去5年度分を調査対象
とされることもある。 

 
 

 
 
 

 

 還付申請による調査 
 

• 還付金が少額である場合を除き、基本的に税目および還付の理由を問わず、税金の還付請求を行った場合には、
もれなく税務調査が実施される。 
 

• 還付申請に対する税務調査が完了しない限り、還付金が入金されることはない。 
 

• 例えば、VATの還付請求を行った場合であっても、法人税などの他の税目にまで調査範囲が及ぶことが多い。 
  

関連規定 
 

- 税務当局は、税務申告書の提出日から2年以内に召喚状を発行する権限を有する。 
 

- ただし、税務当局が租税回避を疑った場合には、召喚状を発行する権限が同5年以内に延長される。 
 

- 民商法上の租税債務の消滅時効は10年間。 

法人所得税 

 1．税務調査 – 税務調査の種類 
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税金の種類 要因 根拠条文 金額 備考 

法人税 加算税 
(Penalty) 

過少申告 歳入法22条 100%（追徴税額と同額） 自主修正申告の場合、免除さ
れることもある 

無申告 歳入法26条 200%（追徴税額の2倍） 交渉により軽減される場合も
ある 

延滞税 
(Surcharge) 

納付遅延 歳入法27条 月 1.5% 
（追徴税額と同額が限度） 

除算期間なし 

VAT 加算税 
(Penalty) 

 
 

過少申告 歳入法89条 100%（追徴税額と同額） 自主修正申告の場合、交渉に
より20％～50％に軽減される

こともある 

・無申告  
・Tax invoiceの不正発行 
・Tax invoiceの発行もれ 

歳入法89条 200%（追徴税額の2倍） 交渉により軽減される場合も
ある 

延滞税 
(Surcharge) 

納付遅延 歳入法89/1条 月 1.5% 
（追徴税額と同額が限度） 

除算期間なし 

源泉税 加算税 
(Penalty) N/A 

延滞税 
(Surcharge) 

納付遅延 歳入法27条 月 1.5% 
（追徴税額と同額が限度） 

除算期間なし 

 税務調査官の指摘を受け入れる場合に、(1) 納税者自らが行う修正申告と (2) 税務当局が更正通知（Assessment Letter）を
発行する場合の2通りがある。後者（(2)の場合）は、ペナルティは減額されない。 
 

法人所得税 

 2．税務調査 – ペナルティ 



移転価格税制の留意点 
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•「国外関連者」との取引（国外関連取引）を通じた所得の海外移転を防止し、国際的な所得の適正配分を図ること

を目的とした税制 

•それぞれの国における課税権の確保を目指すもの 

市場において独立した第三者が資産の取引等を行った場合、当該第三者間で取り決められる取引価格 

海外関連会社 

日本本社 

移転価格 

独立企業間価格 

移転価格税制とは? 

モノ（有形資産取引）、ロイヤリティ（無形資産取引）、サービス
（役務提供取引）、金利（金融取引）等 

独立企業間価格とは? 

親会社／海外子会社間のあらゆる取引が第三者と同様の価格・条件等（独立企業間価格）で行われているか？ 

所得移転の意図の
有無は関係なし 

移転価格税制 

 1．概要 
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日 本 

本社主導によるグローバル 
移転価格リスク・マネジメントの確立が急務 

移転価格更正リスク 

中国・韓国・インドネシア・マレーシア・タイ 
等における移転価格課税の執行強化 

米 国 EU 

米国及び欧州における移転価格問題に加え、アジア取引における移転価格問題の台頭 

移転価格税制の潮流： 
 

 日本・欧米（先進国）における移転価格税制強化（国際問題に発展） 
 国際機関における移転価格税制の議論（OECDガイドライン策定） 
 各国における文書化義務の強化 
 先進国における移転価格税制の成熟化と事前確認の本格化 
 アジアにおける移転価格税制の強化（移転価格調査の強化） 
 日本におけるアジア取引への移転価格税制の執行強化 

過去 

現在 

アジア 

主要日本企業の地域別の売上高や営業利益に占めるアジア地域の比率の増大 

移転価格税制 

 1．概要 （移転価格課税問題のグローバル化）  
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日本 アジア各国 

【日本税務当局の視点】 
 グループ内での一連の取引において発生した（日本本社が保有

する無形資産に基づくと考えられる ）超過収益が適切に回収さ
れているか？ 

 取引価格を通じて販売会社や製造会社に過大な利益が配分さ
れ、高い利益率が計上されてないか？ 

 日本本社が果たすグループ全体の研究開発機能や各サービス
機能について、適切な対価を設定して、アジア各国子会社から
の回収を行っているか？ 

 

【アジア各国当局の視点】 
 子会社の製造や販売機能に応じた一定の利益が安定的に  

計上されているか？ 
 事業リスクを負わないと考えられる製造／販売子会社において

赤字を計上するような状況となっていないか？ 
 日本本社へ支払うロイヤリティ、各サービスの対価について、

そもそも支払う根拠があるか？ 
 製品を製造し、日本へ販売する製品の対価について、マージン

が低く設定されていないか？ 

日本当局の視点 ： 海外の拠点には一定の利益を残して、超過収益を日本本社が回収すべき 

アジア各国当局の視点 ： 子会社は一定の利益を確保すべき（赤字を負担すべきでない）          

アジア当局／日本当局の視点 

移転価格税制 

 1．概要 （アジア地域の取引に係る税務当局の視点）  
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 利益率が低い又は赤字の会社 
 過去に赤字の事業年度がある 
 BOI の投資奨励による法人税の免税期間終了後に利益率が悪化した 
 BOIの投資奨励によって免税となる事業は黒字だが、非免税事業は赤字である 
 前事業年度まで黒字だったが、赤字に転落した 
 原価割れで販売している特定の製品群がある 
 販管費に占める親会社等への支払いの割合が高い 

 
 グループ会社間取引 
 商品・製品の多くを親会社あるいはグループ会社に販売している 
 原材料等の多くを親会社あるいはグループ会社より購入している 
 多額の技術支援料、ロイヤリティ、その他配賦費用等を親会社等に支払っている 

 
 取引価格の比較可能性 
 家電製品など最終消費材を製造する法人 
 同種製品をグループ会社と第三者の双方に売却する法人 

移転価格調査のターゲットとなりやすい会社 

移転価格税制 

 2．調査対象となりやすい会社 
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当局より移転価格に関する質問書を受領ないし、書類の提出を求められたら・・・ 

Revenue Department 

 専門家及び本社への適時報告・相談 
 
  

 専門家及び本社の指導の下、移転価格文書が整備済みであれば移転価格文書を提出 

 十分な戦略的判断に基づく当局への対応 

※ タイ人経理担当者との間で万が一の調査に基づく当局からの質問、資料提出要請があった場合の対応策
について十分なコンセンサスを確立しておく。（現地スタッフによる移転価格税制の認識） 

※ 移転価格課税については課税金額も大きく、二重課税を発生させる原因となるため、本社への即時報告、対
応策についての相談が重要 

※ 独自の判断に基づく交渉は調査の長期化、難局化の原因ともなるため、適宜、専門家を交えて対応 

※ 近年2月末及び9月末の時期を目途に当局の指摘内容に対する納税者としての最終合意、自主修
正申告を行わなければ召喚状を発行するとの姿勢で、関連者との取引に関する様々な資料、データ
の提出を急に要請されるという事例が多く見受けられたが、拙速な判断に基づく資料提出は行わな
い。当局の指定する期限は通常、歳入局内の年度末ないし査定の 

   時期と一致している傾向にある。 

移転価格税制 

 3．税務調査時の留意点 
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お問合せ先 
有限責任 あずさ監査法人 

GJP タイデスク 
パートナー 坂本 大輔 

TEL : 03-3548-5555 （Box No.2299） 
daisuke.sakamoto@jp.kpmg.com 

パートナー 井戸 志生 
TEL : 03-3548-5555 （Box No.1246） 

Shisei.ido@jp.kpmg.com 
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