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一般・中央政府歳入内訳（2012年） 
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GDPに対する税収入の割合（2012年） 
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税収の割合（2012年） 
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税制改正の方向性 

税収の確保 
 
 社会的不公正の是正 
 
 AEC発足に向けた国際的競争力の維持 
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税制改正の方向性（サマリー） 

項目 概要 

法人所得税及び個人所得税
の税率 

現在の水準を維持する見込み。 
（ただし、個人所得税の免税・減税の範囲は
縮小の可能性がある） 

付加価値税の税率 
現在の軽減税率の7％から当初の10％に戻
す可能性がある。 

相続税・贈与税の導入 新たに相続・贈与税を導入を検討。 

土地・建物税の導入 
現行の“家屋・土地税”を見直し、新たに“土
地・建物税”として導入することを検討。 

物品税（Excise tax）の見直し 特定の物品について税率引上げ等を検討。 

負の所得税（Negative 
income tax）の導入 

固定資産税や相続税を新たに導入して富裕
層からの徴税を強化する一方、 低所得層に
は収入に応じて逆に給付金を与える制度を
検討 
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法人所得税 

事業年度 税率 備考 

2011年度以前 30％ 

2012年度 23％ 
勅令No.555により段階的な軽減税
率が適用される。 
2014年度までの時限立法。 

2013年度及び 
2014年度 

20％ 

2015年度 20％ 
2015年度について20％の税率適
用延長が決定。 

2016年度以降 ？ 
税制改正もしくは上記勅令の延長
適用が発表されない場合、旧税率
の30％が適用される。 
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個人所得税 

2012年度以前の 
税率表 

課税所得 
（バーツ） 

旧税率 

0 ～      
150,000 0％ 

150,001 ～  
300,000 10％ 

300,001 ～  
500,000 10％ 

500,001 ～  
750,000 20％ 

750,001 ～ 
1,000,000 20％ 

1,000,001 ～ 
2,000,000 30％ 

2,000,001 ～ 
4,000,000 30％ 

4,000,001 ～ 37％ 

課税所得 
（バーツ） 

現税率 

0 ～      
150,000 0％ 

150,001 ～  
300,000 5％ 

300,001 ～  
500,000 10％ 

500,001 ～  
750,000 15％ 

750,001 ～ 
1,000,000 20％ 

1,000,001 ～ 
2,000,000 25％ 

2,000,001 ～ 
4,000,000 30％ 

4,000,001 ～ 35％ 

2013年～2015年 
度の税率表 

法人税率と同様、2年間
の時限立法であった。 
 

税制改正もしくは上記勅
令の延長適用が発表さ
れない場合、2012年以
前の旧税率が適用され
る。 
 

先日、本時限立法の延
長適用が決定したため、
2015年も引き続き軽減
税率が適用される。 
 

LTF, RMF等の所得控除
が改正される可能性が
ある。 
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付加価値税 

 税率は当初、法律で定められた上限の10％だったが、99年4月
に2年間の時限措置として7％に引き下げられ、その後も軽減
措置は更新されている。 

 税制改革の一環として、2015年10月からは付加価値税を現在
の7％から当初の10％に戻す可能性がある。  
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税率のASEAN各国との比較 
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相続税・贈与税 

社会的不公平を是正する象徴的政策として相続税・贈与税が導入される可能
性が高い。現時点で想定される内容は以下である。 
 

 所有者が法的に登録されている住宅、土地、自動車、債券、株式、預金などの
資産が課税対象。所有者が登録されていない宝石、宝飾品、高級時計などは
対象外となる。 

 相続人が配偶者の場合は課税免除。 

 相続人が血縁者の場合、相続した資産のうち、5,000万バーツを超える部分に
ついて10％課税。 

 血縁者が贈与を受ける場合、贈与された資産のうち、1,000万バーツを超える部
分について5％の課税。 

 相続人もしくは贈与を受ける者が血縁者以外の場合、相続・贈与された資産に
対して通常の所得と同等に扱われ、５～３５％の税率で課税。 

 2015年度中に導入予定。 
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相続・贈与税：今後の焦点 

 課税対象者 

 課税対象資産 

 課税評価額 

 課税時期 

 免税範囲 

 法律施行前の贈与・相続資産の取扱い 

 各種タックスプランへの対応 

 その他 
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相続税・贈与税：他国の状況 

国 税率 

アメリカ 累進課税＜40% 

イギリス 固定税率：40% 

日本 累進税率 10%～55% 

フランス 累進税率 5%～45% 

韓国 累進税率 10%～50% 

台湾 固定税率：10% 

フィリピン 累進税率 5%～20% 

ベトナム 固定税率：10% 

相続税（遺産税含む）・贈与税導入国 

相続税を導入していたが廃止した国 

：シンガポール、香港、カナダ、オーストラリア等 
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土地･建物税 

年間賃料相当額から計算する土地家屋税から、土地・建物の資産価値から計
算する土地・建物税を導入することが検討されている。現時点で想定される内容
は以下である。 
 

 土地・建物の資産価値に対する課税 

 法令等により上限・下限の税率を設定し、実際の税率は地方自治体により設定さ
れる 

 農業用、居住用、商業用、未使用により税率が設定される。 

 予定最大税率は、農業用0.5％、居住用1％、商業用4％、未使用4％。商業用は
累進税率となる予定 

 導入当初は最大税率の10分の1からスタートする予定 

 農業用・居住用資産の最大100万バーツまでの課税評価額と建物の減価償却に
ついて控除予定 

 原則、土地評価は財務局により、建物は標準類型に基づく評価とするが、最終は
地方自治体の判断となる予定 
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土地･建物税：今後の焦点 

 税率のレンジと実際に適用される税率 

 土地評価額の算定方法 

 建物評価額の算定方法 

 免税対象 

 課税控除項目 

 導入時期 

 猶予期間 

 その他 
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物品税 

論点 現行案 
税法の見直し ①現行の7つの物品税法をまとめた総合的な税制 

②課税評価額のベースの見直し 
 ・Suggested retail price（従来はEx- factory priceがベース） 
 ・価格及び数量（従来は価格又は数量がベース） 

製品/サービス 方向性 増税・減税要因 
1. 自動車（CO2排気） 増税 環境汚染抑止 

2. ディーゼル燃料 増税 価格の歪み是正 
3. 飲料（インスタントコーヒー、緑茶等） 増税 公正な競争促進 

4. 酒・たばこ 増税 消費量削減 
5. 宝くじ 増税 消費量削減 

6. 環境への影響が懸念される製品（自動車以外） 増税 環境保全 
7. ゴルフコース・スパ 減税 観光促進 

1. 物品税見直しの2つの方向性 

2. 税率の見直し 
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負の所得税 

相続税や土地・建物税を導入して富裕層からの徴税を強化する一方、 低所得
層には収入に応じて給付金を与える「負の所得税」の創設を検討している。 

 年間所得が8万バーツ未満の所得者に支給。 

 8万バーツは最低賃金（1日300バーツ）を得る人の年間所得と想定。 

 所得3万バーツを貧困ラインとして、最大の6,000バーツを支給する。所得0バーツ
から8万バーツの間で傾斜的に支給する（下図参照）。 

 人口の3割弱に当たる1800万人程度が対象となる予定。 

0 30,000 80,000 

6,000 

年間所得 

給付額 

(単位：バーツ) 
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当初は相当程度の改正が模索されたが、現時点では見通し不明となっている。
11月18日の報道によると、改正されるとすれば、その目的は、外国人投資促進
のためであり、既成のビジネスに影響はないとのコメント（事業開発局）。 

。 

11月3日 

商務省が本格
的に外国人事
業法(FBA)の改
正に乗り出すと
の報道。「外国
企業」の再定義
が最大の目的。 

10月最終週 

約30の政府機
関関係者が商
務省によるヒア
リングに参加、
改正案を支持 

11日のPublic 
Hearingにて事
業開発局から改
正について「訴
求適用はない」
等のトーンダウ
ンしたコメントが
報道される。 

11月4日 

合弁事業に
対する外国資
本の支配に
ついて表面的
な出資比率で
はなく実質支
配力を重視す
る考え(事業
開発局） 

11月12日 

ヨーロッパ商
工会（EABC)
からもFBA改
正に関する
懸念につい
ての報道。 

11月13日 11月5日・9
日・13日 

外国人商工会
議所連合会
(JFCCT)が
FBA改正に懸
念を示す声明、
また、FBA改正
を牽制する駐タ
イ日本公使のコ
メントが報道さ
れる。 

出所：Bangkok Post, The Nation 

外国人事業法の改正にかかる報道 
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外国人事業法 : 「外国人」とは 

改正の主目的 

『外国人』の再定義 

現行法 表面的な出資比率で判断 

改正法 「実質支配力」を重視 

WTOやGATTなどの国際基準に沿った定義 
例） サービスの貿易に関する一般協定 

(General Agreement on Trade in Services; GATS) 
『法人が加盟国の者によって「支配」されるとは、当該加盟国の者が当該法人の役員の過半数を

指名し又は当該法人の活動を法的に管理する権限を有する場合をいう。』 
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