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ミャンマー税法の基礎と実務上の留意点 
 
新外国投資法・細則の解説 
 

2013年5月10日開催 
KPMG Thailand 
Global Japanese Practice 

※本セミナー資料に含まれている情報は、法律等の改変により変更される可能性があり、また当事
務所独自の解釈により作成した部分も含まれております。従って、当内容を実務に適用される際に
は、事前に専門家にご相談されることをお勧め致します。 
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本日のスケジュール 

13：30 ご挨拶 

13：30 - 15：00 ミャンマー税法の基礎と実務上の留意点   KPMGミャンマー事務所長
藤井  康秀 

15：00 - 15：15 －休憩－ 

15：15 - 16：15 ミャンマー新外国投資法とその細則の解説 

16:15 – 16:30 Q&A 
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Ⅰ ミャンマー税法の基礎
と実務上の留意点 
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直接税  

個人所得税 (Personal Income Tax) 

印紙税 (Stamp Duty) 

物品税 (Excise Tax) 

歳入局 

 
1．ミャンマーの税金 

 
法人税 (Corporate Income Tax) 

 
商業税 (Commercial Tax) 

間接税 

輸出入関税 (Custom Duties) 
関税局 
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法人所得税の基礎 
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2-1. 法人税率 

法人の種類 事業所得 
キャピタルゲイン 

ミャンマー法人 
および 

居住外国法人 

非居住外国法人 
（外国法人の支店） 

10％ 

40％ 

25％ 

 
 

35％ 
 

 

 
 

一般事業法人 石油・ガス事業法人 

40％〜50％の 
累進税率 
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■法人税は、年度末から3ヶ月後の６月末までに申告・納付する。 

4/1 3/31 6/30 

2013年 
期末決算日 

【事業所得の場合】 

2012年 

確定申告期限 
3ヶ月  

4/1 9/30 10/31 3/31 

取引日 

【キャピタルゲインの場合】 

2012年 

申告期限 1ヶ月  
2013年 

期末決算日 

 ３．申告・納付手続 

 ただし、キャピタルゲイン（ロス）は、取引日より1ヶ月以内に別途に申告・納付する。 
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 4．課税所得の計算－申告調整項目 

 課税所得の計算方法 
  会計上の税引前当期損益 

  1. 益金算入項目 

       例：無償譲渡 

  2. 損金不算入項目 

       例：交際費 

  3. 益金不算入項目 

       例：受取配当金 

  4. 損金算入項目 

       例：特別償却費 

  5. 税務上の繰越欠損金 

   課税所得（A） 

   法人所得税総額（B）=（A）x25% 

   予定納付額（C） 

   差引法人所得税（B）-（C） 

 
    

  

  200 

    

 300 

       

 (500) 

    

 (100) 

 
   1,000 

 

    

    500 

       

    

    

  (600) 

 

  (300) 

    600 

    150 

     (120) 

    30 

 
・無償または低廉譲渡等 
（資産譲渡・役務提供・金銭貸付） 
・市場価格を基準とするみなし利益 
 

• 事業所得の獲得に要した費用以外 
の費用（個人的費用） 

•  会計上と税務上の減価償却費差額 
•   各種の引当金の繰入額（不明） 
•   キャピタルロス 

項目 及び 内容 

4. 損金算入項目 
会計上は費用を計上しない 
税務上は費用を認識する 

2. 損金不算入項目 
会計上は費用を計上 
税務上は費用を認識しない 

1. 益金算入項目 
会計上は収益を計上しない 
税務上は収益を認識する  

•キャピタルゲイン（別途課税） 
•外国投資法による免税所得 

・税務上の初年度償却 
 特別償却費（？） 

3. 益金不算入項目 
会計上は収益を計上 
税務上は収益を認識しない 

5. 税務上の繰越欠損金 
その期の前3事業年度において未使用の税務上の欠損金がある場合 
にはその期の課税所得を限度として課税所得から控除できる。 
また課税所得計算の結果、課税所得が欠損（マイナス）となった場合 
にはその欠損金は翌期以降3事業年度にわたり繰越しが可能である。 

例 
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(Ministry of Finance Notification 
No. 103/2012) 

償却年数 

建物 － 工場建物（堅牢な建物・ 
中程度に堅牢な建物・木造建築） 

   － その他の建物 

33、20、10年 
66、40、20年  

家具・備品 

車・車両（動力なし・動力あり） 

その他事務用機器など 

税法所定の償却率を取得原価に乗じて計算する（定額法） 

 5-1. 固定資産（有形・無形）の減価償却 

資産の種類 

リスト上に記載のない資産には原則として5％償却率を適用するが、個別に申請することも可能。 

新築の建物及びその備品類にはそれぞれ初年度15％及び20％の初年度償却が認められる。 

機械・工場設備 

発電機その他の工場設備 

船舶（動力なし・動力あり・木造船） 

その他産業用機器など 

3、5 、 10％ 
1.5 、 2.5 、 5 ％ 

償却率 

5 ％他 

5 、 6.25 、  10 ％ 

6.25%他 

5.5 、 6.25 、10 ％ 

12.5 、20％ 

10 ％他 

5～20％ 

20年他 

20、16、10年 

20、16、10年 

8、5年 

10年他 

20～5年 

16年他 



10 © 2013 KPMG International Cooperative (“KPMG  International”), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of  independent firms are affiliated with 
KPMG International. KPMG International  provides no client services. No member firm has any authority to obligate or  bind KPMG International or any other 
member firm third parties, nor does KPMG  International have any such authority to obligate or bind any member firm.  All  rights reserved. 

・償却資産の取得価額の定義は明確でなく、会計上の取扱いを準用 
・建設期間中の借入利子の取得価額への算入は、税務上規定がない 
・少額固定資産の取扱いに関する規定なし 

取得価額 

・期中に取得した資産については、取得年度に1年分の減価償却費を計上できる 

・税務上の残存価額はゼロである 
・会計上は任意 

期中取得 

残存価額 

中古資産 

少額資産 

・中古資産に関する耐用年数の規定がないため、通常の新品と同様に取扱う 

・金額の大小に関係なく、1年以上使用する資産はすべて固定資産に計上し、減価償却 
 を実施しなければならない 
・但し実務上は、事務簡素化のため、固定資産計上する基準額を決める 
 (税務上のリスクは負うことになる) 

・減価償却方法の変更または耐用年数の変更には、歳入局の事前の許可が必要と 
 推定される 

変更手続 

・単に使用を中止した場合でも、減価償却は継続して損金への算入が可能 
・期中に除却・譲渡した場合、その年度の減価償却は損金に算入不可 

除却及び 
譲渡 

5-2．固定資産に係るその他留意事項 
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リース  割賦購入  

税務上の 
損金 

支払リース料を損金とする  
(すべてｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞﾘｰｽ扱い)  

支払合計額を取得価額として減価償却費を 
損金とする 

源泉税 リース料に対して3.5％  金利部分に対して15％  

輸入関税 あり  あり  

同一期間で同一設備を、「日本の親会社」から調達する場合  

 商業税 あり  あり  

基本的に必要(ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ)  必要  
会計上の 
資産計上 

 5-3． リースと割賦購入に係る税務 
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MICの認可プロジェクトに与えられる法人税その他のインセンティブ  

事業開始日 

法人税の免除（5年間） 再投資利益への法人税の減免 

機械・設備・建物等の固定資産の加速償却 

5年間 

3年間 

工場建設期間
中に輸入する
設備・資材の
関税の免除 

 6. MIC インセンティブ 

損失の３年間の繰越し 

輸入原材料・部品の関税の 
免除（3年間） 



13 © 2013 KPMG International Cooperative (“KPMG  International”), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of  independent firms are affiliated with 
KPMG International. KPMG International  provides no client services. No member firm has any authority to obligate or  bind KPMG International or any other 
member firm third parties, nor does KPMG  International have any such authority to obligate or bind any member firm.  All  rights reserved. 

過少申告 

無申告 

タイ 日本 

追徴税額100％ 同10％ / 重加算税35％ 

追徴税額200％ 同15％ / 重加算税40％ 

原則として月1.5％ 
（年18％） 

2か月まで年4.7％ 
（平成20年)その後は年14.6％。 

但し停止期間あり 

加算税  
(Penalty)  

延滞税 (Surcharge) 

当局の召喚状又は命令に応じない者 

申告書の提出を怠った者 

懲役(1-3年) 

罰金(納税額の10％) 

Income Tax Law Sec.47 

7．税務調査 

ミャンマー 

追徴税額の50％ 

規定なし 

Income Tax Law Sec.46 
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個人所得税の基礎 
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4月1日 毎月末 翌月7日 3月31日 

課税年度（暦年） 

6月30日 

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） 

③翌年の6月末までに雇用者（会社）が税務署に源泉徴収の年次報告書の提出 
  （会社の義務） 

 
④給与所得以外の所得がある者は、翌年の6月末までに税務署に確定申告･追加納税 
  （各個人の義務） 
 

① ② ③④ 

 1. 申告・納付手続 
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租税条約に基づく短期滞在者免税規定 

4月1日 3月31日 183日（通算） 

暦年 

非居住者 居住者 

ミャンマー国外源泉所得 

課
税
対
象
所
得 

ミャンマー国内源泉所得 

3条件全て 
充足必要 

 
 
・ミャンマー国内における職位･職務による所得 
・ミャンマー国内の事業所又は事業からの所得 
・ミャンマー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 

ミャンマー国内源泉所得とは 

合算申告 
日本からミャンマーへの短期の出張者であっても、ミャンマーで就労する限り、 
 ミャンマーでの課税が生じる。 

 2. 課税対象所得 

① 暦年の総滞在日数が183日を 
   超えないこと 
② 日本法人が支払うこと     
③ ミャンマー法人が負担しないこと 

ミャンマーと日本の租税条約は 
未だに締結されていない 
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3. 個人所得税：税率 （1） 

 
（※1）課税年度（4月1日～3月31日）内の国内での滞在日数が183日以上の者を居住者と定義される。 
 

納税者区分 

給与所得その他の所得 

キャピタルゲイン 

給与所得 
その他の 
外資収入 

ミャンマー国民 

国内に 
居住する者 

1％～20％の 
累進税率 

10％ 

10％ 

海外に 
居住する者 非課税 40％ 

外国人（※1） 

居住者 
 

1％～20％の 
累進税率 

10％ 

非居住者 35％ 40％ 
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0 – 500,000 1 2 

500,001 – 1,000,000 2 4 

1,000,001 – 1,500,000 3  
6 

1,500,001 – 2,000,000 4 

2,000,001 – 3,000,000 5 8 

3,000,001 – 4,000,000 6 10 

4,000,001 – 6,000,000 7 12 

6,000,001– 8,000,000 9 14 

8,000,001 – 10,000,000 11 16 

10,000,001 – 15,000,000 13 18 

15,000,001 – 20,000,000 15 20 

20,000,001 – 30,000,000  
20 

25 

30,000,001以上 30 

3. 個人所得税：税率 （2） 

年間の課税所得 給与所得 事業所得・資産所得 
所得税率 

上限： 年間所得の20％又は10,000,000チャット 

10 15 20 30 

10 

20 

30 

給与所得 

事業･資産所得 
％ 

百万kyat 

配偶者控除 
子供控除 
本人・配偶者の生命保険料 
MEBへの預金額 

．．．300,000 
．．．200,000/一人 

その他所得控除 

給与所得 
事業所得・資産所得 

．．．1,440,000 
．．．1,200,000 

基礎控除 
kyat 

kyat 

％ ％ 

1 
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住居費の支給 ＝ グロス給与所得の10％（または12.5％）か実額のいずれか小さい(?)額    
 

子女の教育費の支給、社用車の支給、一時帰国費用など（不明） 

日本人駐在員給与について、日本と同等の手取り額を保証するために、ミャンマーにおける

個人所得税を会社が負担する契約となっている場合、当該会社負担部分も課税対象所得に含

まれる。 

日本人駐在員給与の手取り保証（ネット保証）   

80,000,000 Kyat + X 80,000,000 Kyat 年間額面給与 

会社負担の場合 自己負担の場合 

▲ X ▲14,100,000 Kyat 

80,000,000 Kyat 65,900,000 Kyat 

80,000,000 Kyat + X 80,000,000 Kyat 

個人所得税 

年間手取り給与 

課税対象所得 

X =（X+80,000,000)×20% - 2,100,000 
∴X = 17,375,000 Kyat 

（注） 計算の便宜上、所得は給与所得のみで、かつ所得諸控除がないケースを前提としている。 

会社が 

負担 

会社負担のその他のフリンジ・ベネフィットは課税対象となるのか？ 

97,375,000Kyatと算定 
…コスト22%アップとなる 

方程式によるグロス
アップ計算が必要 

税率はあたり
をつける 

4. 給与所得のグロスアップ計算 
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商業税の仕組みと留意事項 
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40 10 + +  25 + 25 ＝ 100 

販売会社 消費者 

原価   
 1,500 

 

消費額 

 2,000 

製造会社 

原価    
 1,000 

 

輸入会社 

通関 
材料 

＜物流過程における徴税と負担の仕組み＞ ※便宜上、税率を5％としている。 

利益 500 

利益 500 

利益 200 

原価 800 

40 
仕入VAT 

50 

売上VAT 

50 

仕入VAT 

75 

売上VAT 

75 

仕入VAT 

100 

売上VAT 

100 

支払VAT 

25 

25 10 

業者の納税額 
消費者の負担額 

 1．商業税のメカニズム 

最終的な 
税負担者 40 
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①物品の販売 

普通税率課税対象取引（現行５％） 

ミャンマー国内で行われた以下の取引を対象とする。 

②サービスの提供 ③物品の輸入 

 2．課税対象取引と納税者登録 

ただし、別表６に定めるたばこ、酒類、チーク材等については、8％～100%の 
税率で課税される。 

納税者登録 

•年度内に課税所得が生じる製品製造会社やサービス提供会社は事業開始の1ヶ月前までに
納税者登録をする必要がある。 
 

•税務当局から発行された納税者登録証書は主たる事務所に掲げるとともに、そのコピーを
他の事務所に掲げる必要がある。 
 

•事業の開始により課税所得が生じた場合には、10日以内にその旨を税務当局へ通知する必
要がある。 
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上記に加え、税務当局から入手する申告書フォームに基づき四半期ごとの
税務申告書を翌月末までに提出する。 
 
さらに年度の税務申告書を年度末から3ヶ月以内に提出する。 
 

4月1日 月末 翌月10日 

課税対象期間は月次ベース。 
納税額を事前にMEBに預託してTax Challan(MEB発行の受領書)を入手し、
翌月10日まで税務当局へ持ち込んでに納付受領書を得る。 

月末 翌月10日 月末 翌月10日 

3．商業税の納付手続 

4/1 6/30 7/31 3/31 6/30 

4半期決算日 

2013年 
期末決算日 

2012年 

4半期申告期限 
確定申告期限 

1ヶ月  
3ヶ月  
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4. 非課税品目及び課税品目 

別表1 非課税品目 
食料品、衣料品、医薬・医療品、ガソリン、教材・文具などの生活必需品70品目 

 
ただし、これらが輸入される際には5％の税率で課税される。 
 

 

別表2～6 課税対象となる物品 

5％税率の対象となる別表２から別表５の338品目 
 
巻きタバコ100%、タバコ50％、酒類50％、チーク材その他木材製品50％、宝石類30％、乗用
車25％、燃料油10％、天然ガス8％など別表6の18品目 
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5. 課税対象サービス 

別表7 課税対象となるサービス 

以下のサービスに5％税率が適用される 
 

1. 鉄道、海上、航空、陸上による輸送サービス 
2. エンターテインメントビジネス 
3. 小売業 
4. ホテルやレストハウス 
5. 飲食業 
6. 観光業（観光ガイドを含む） 
7. 車輌の洗車、給油、補修、装飾サービス 
8. 生命保険以外の保険 
9. 美容、理容サービス 
10.印刷やコンピューター入力及びグラフィックデザインサービス 
11.物品・サービス販売の仲介業 
12.土地、建物の設計、装飾、修築サービス、ならびに建設サービス 
13.広告業、写真やビデオの撮影・編集、映画・ビデオの配給 
14.会計・法律サービス、その他の専門サービス（?) 
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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 

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. 

 
 
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 ) 

6．税額控除に使用できない仕入VAT (タイ税法の場合) 

他国のVAT法には売り上げVATから控除できない仕入れの規定がある。 
ただしミャンマー税法には同様の規定がないため、逆にいうと仕入れ控除の要件が不明確になっている。 
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税務調査による 
更正リスク 

方法① 還付請求 
（会社解散の場合のみ） 方法② 残高繰越 

売上VAT＜仕入VAT 税金の過払い 

税務調査を実施の上 
還付 

相殺できる売り上げVATが 
計上できるまで繰り越す 

 7．還付・繰越の手続 （タイ税法の場合） 

ミャンマー商業税にも還付規定はあるが、詳細手続きが不明である。 



源泉税の仕組みと留意事項 
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 1．源泉税の仕組み 

• 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 

• 従業員への給与の支払い、国内法人間の契約に基づく物品・サービスの売買取引に
係わる支払い、非居住者（国外の個人・法人）への一定の支払が課税対象 

• 所得の支払者が徴収・納税義務を負う 

• 源泉徴収額は、所得受領者の年度末の法人税と相殺される。（Tax Challanと納付受
領書がサポートドキュメントとなる） 

支払を行う会社 A 収入を得る会社 B 

2  98を送金 

100の報酬の支払い 

源泉税2を引いた残額 
23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、給与支払いや国内法人間の取引、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 

2 

法人税 25 

← 2は納付済 2 23 

23 



30 © 2013 KPMG International Cooperative (“KPMG  International”), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of  independent firms are affiliated with 
KPMG International. KPMG International  provides no client services. No member firm has any authority to obligate or  bind KPMG International or any other 
member firm third parties, nor does KPMG  International have any such authority to obligate or bind any member firm.  All  rights reserved. 

2. 源泉税の対象となる取引 

所得の種類 
国内法人・ 

居住者外国法人 
が受け取る場合 

外国法人（およびその支店）が受け取る場合 

DTAの締約されて
いない外国の法人 タイ法人 シンガポール法人 

支払利息 － 15% 10% 8/10% 

配当金 － － － － 

ロイヤルティー 15% 20% 10% 10/15% 

国内法人から
の 

契約に基づく
代金支払い 

物品の
対価 2％ － － － 

サービ
スの 
対価 

2％ 3.5% － － 

外国法人からの 
契約に基づく 

物品・サービスの 
代金支払い 

2％ 3.5% － － 

Notification 41/2010 
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2-1. 源泉税の対象となる取引（図） 

ミャンマー国内の法人 

外国法人の支店 

ミャンマー国内の法人 

外国法人の支店 

ミャンマー国内の法人 

外国法人の支店 

ミャンマー国内の法人 

外国法人の支店 
外国法人 

ミャンマー国内の法人 

外国法人の支店 
外国法人 

2％ 

2％ 

2％ 

3.5％ 

3.5％ 

3.5％ 

2％ 

3.5％ 



Ⅱ 新外国投資法及び 
その細則の解説 
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1. 外国投資法改正に関してのこれまでの流れ 

2011年 
• 政府が1988年に施行された外国投資法を改正すると発表。 
 

2012年8月 
• 外国投資法の改正案が下院で可決。 
 

2012年9月 
• 外国投資法の改正案が連邦議会で可決され、大統領へ回付される。 
•テインセイン大統領は当該法案へ署名せず、16の修正提案をつけて連邦議会へ差し
戻す。 
 

2012年11月 
• 連邦議会で再度審議が終了し、大統領が署名して11月2日に新外国投資法が成立。 
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2.  新外国投資法の主な内容 

2012年11月に国会承認された外国投資法（Foreign Investment Law = FIL）の主な内容： 
現行法 改正法 

(1) 外国投資認可に要する期間 言及なし • 投資委員会（MIC）は申請書が提出されてから 
15日以内に当該申請書の受理の可否を通知する。 
 

• 申請書が受理されてから90日以内に審査を終了し 
結果を通知する。 

(2) 土地のリース期間 政府からのリースのみで、 
期間については言及なし 

政府ならびに民間からのリースが可能であり、期間は50
年、さらに10年＋10年の延長が可能となった。 

(3) 外国資本比率 言及なし 
外資への禁止事業のみが規定されていた 

国内資本との合弁のみで認可される事業 
⇒外国資本80％以下（一部の事業については60％以下） 
 
外資への禁止事業を除く上記以外の事業 
⇒外国資本100％ 

(4) 税務インセンティブ 法人税の免税期間3年間 同5年間 
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2-1.投資インセンティブの比較 

旧外国投資法 新外国投資法 経済特区（SEZ）法（改正案） 

法人税の恩典 事業開始後3年間免税 事業開始後5年間免税 

•事業開始後5年間または7年間（輸
出加工区）法人税免税 
•免税期間終了後5年間の法人税率
半減 
•その後5年間、収益獲得後1年間

以内に再投資された事業からの所
得について法人税率半減 

輸入関税の恩典 

•建設期間における輸入機械
設備、建築資材の輸入関税
免税 

•事業開始後3年間の輸入材
料・部品の輸入関税免税 

 
 
 

同左 

•輸出加工区内の企業による輸入
原材料、機械設備の免税 

•上記以外の企業についても、事業
開始後5年間は輸入機械設備・車
両の免税、その後の5年間は半減 

土地使用権の恩典 

•外国資本は政府からのみ
土地のリースを受けること
ができる。 

•ただし、通達2011年39号に

より民間保有の土地をリー
スすることが可能になった。 

 

•民間保有の土地をリースす
ることが可能となる。 

•土地の使用権を転貸、ある
いは担保に供することもでき
る。 

•リース期間は50年で、その後
も10年+10年の延長が可能 

• 経済特区内の土地のリース期間
は、最低50年間で、その後も25年
間の延長が可能 
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3. 投資奨励事業の比較 

【投資奨励事業】（旧法） 
(1) 輸出を促進する事業 
 
(2) 重工業を必要とする天然資源の開発 
 
(3) 高度技術による製造・生産 
 
(4) 大きな資本を必要とする製造ならびに 
サービス事業の支援 
 
(5) 雇用機会を拡大する事業 
 
(6) エネルギー消費を節減する事業 
 
(7) 地域開発 
 
 

【投資奨励事業】（改正法） 
 
(1)国家経済開発計画の目的を促進する事業 
(2)雇用機会を拡大する事業 
(3) 輸出を促進する事業 
(4) 輸入代替品の製造 
(5) 多額の資本を必要とする製造業 
(6) 高度な技術を必要とする製造業 
(7) 大規模製造業・サービス業の周辺事業 
(8) エネルギー消費を節減する事業 
(9) 地方の開発 
(10)再生可能エネルギーの開発 
(11)近代産業の開発 
(12)環境保護事業 
(13) 情報や技術の移転を促進する事業 
(14) 国家主権や社会安全を脅かさない事業 
(15) 国民の知識や技能を向上させる事業 
(16) 銀行業や銀行取引を国際標準レベルに発展させる事業 
(17) 国家や国民に近代的なサービスを提供する事業 
(18) 国内に十分なエネルギーや資源を普及させる事業 
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4.  外国資本に対し禁止又は制限される事業分野 

37 

 

外国投資法 

第2章4条に定める禁止事業 

 

 MIC 通達 No.1/2013 

リストⅠ. 禁止事業 
 

MIC 通達 No.1/2013 

リストⅡ. 合弁事業として認
可される事業 

MIC 通達 No.1/2013 

リストⅢ.特別の条件により
認可される事業 

外国資本100%による投資可能と考えられる事業分野 

＜全事業分野＞ 
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4-1. 外国資本に対し禁止される事業分野 

外国投資法 

第2章 第4条 
 
(a) 民族の伝統的文化と慣習を害すると考えられる事業 
(b) 国民の健康に害を与える事業 
(c) 自然環境および生態系を害する事業 
(d) 国内に危険物あるいは有毒な廃棄物を発生させる事業 
(e) 国際的協定により危険を与えるとされる化学物質を製
造・使用する事業 
(f) 施行規則に定めるミャンマー国民が営むことができる製
造業・サービス業 
(g) 開発中であって、海外での許認可がいまだ得られていな
い技術、薬品、機器等を持ち込む事業 
(h) 施行規則に定めるミャンマー国民が営むことができる農
業および短期・長期のプランテーション 
(i) 施行規則に定めるミャンマー国民が営むことができる畜
産業 
(j) 施行規則に定めるミャンマー国民が営むことができるミャ
ンマー近海漁場における漁業 
(k) 国境線より10マイル以内の地域における投資（ただし、
連邦政府により経済特区に指定された地域を除く） 

(f)施行規則に定めるミャンマー国民が営むことができる 
製造業・サービス業 

(A) 製造業 
1. 森林の保全と管理  2. ミャンマーの民間伝承薬品の製造   3. 1,000フィートまで
の油井における石油採掘  4.中小規模の鉱業   5. 民間伝承薬品に使用する薬草
の栽培  6. 部品ならびに鉄廃材の製造販売  7. 伝統的な食品の製造 8. 宗教関
連の器物の製造   9. 伝統文化に関連する物品の製造   10.手工芸品の製造  
 
(B) サービス業 
1. 民間の伝統的な診療所  2. 民間伝承薬品の材料の販売   3. 民間伝承薬品の開
発  4. 救急車サービス 5. 老人介護施設   6. 食堂、輸送、洗濯、鉄道車両上の管理
サービス   7. 代理人サービス   8. １０メガワット以下の電気供給  
9.ミャンマー語または少数民族の言語による出版、新聞の発行、その他メディア 

(h) 施行規則に定めるミャンマー国民が営むことができる農業および短期・長期の
プランテーション 

1. 小規模の資金による農業 
2. 近代的な設備・技術を使用する加工工程を伴わない伝統的な耕作農業 

(i) 施行規則に定めるミャンマー国民が営むことができる畜産業 

1. 小規模な資金による畜産業 
2. 高度な技術を使用しない伝統的な畜産業 

(j) 施行規則に定めるミャンマー国民が営むことができる 
ミャンマー近海漁場における漁業 

1. ミャンマー領海内の海水魚、エビ、その他水産物を捕獲する漁業   
2. 河川ならびに沿岸での漁業  
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4-2. 外国資本に対し禁止又は制限せれる事業分野 

リストⅠ 禁止事業（要約） 

 
(a) 兵器、危険物の製造あるいは有害物

質を排出する製造業 
 

(b) 森林の保護、水資源、宗教文化に弊
害のある事業 
 

(c) 翡翠その他宝石に関与する事業 
 

(d) 中小規模の鉱業、金などの金属資源
の採掘 
 

(e) 電力システムの管理、電力の売買、
関連する調査サービス 
 

(f) 航空・船舶管制に係わる事業 
 

(g) ミャンマー語による出版業、それと一
体運営されるメデイア事業 

 

リストⅡ 現地資本との合弁でのみ認可
される事業（要約） 

(a) 農作物の種子、農作物を原料とする加
工品、食料品、酒類、飲料水、氷の製
造・販売 

(b) 綿糸、陶器・プラスッチク・ゴム・皮革など
で加工された家庭用 
品、各種紙製品の製造などの軽工業 

(c) 各種の化学化合物の製造 
 
(d) 医薬品、ワクチンの製造 
 
(e) 鉱物資源の探査・採掘 
 
(f) インフラ開発プロジェクト 
 
(g) オフィスビル、商業ビル、居住用コ  
ンドミニアムなどの不動産開発 
 

(h) 国内・国際航空業 
 

(i) 船舶による運送業、造船、港湾内の倉庫
業、ならびに鉄道関連事業 
 

(j) 医療施設・病院事業 
(k) 観光・旅行業 

ミャンマー投資委員会通達No. 1/ 2013 

リストⅢ その他の特定の条件で認可される事業（抜粋） 

各種の条件を前提とする事業には、「100％外資でも実行可能である

が、合弁の場合にはミャンマー資本の比率を一定以上とすることが要
求されている事業」として、以下の事業がある。 
 
(a) ホテル業（３スタークラス以上の場合のみ100％外資でも可） 
(b) 高付加価値の果物・野菜などの生産（ミャンマー資本の比率40％
以上） 
(c) 大規模小売業（ミャンマー資本の比率40%以上） 
(d) フランチャイズ事業（フランチャイジーは、ミャンマー資本のみ） 
(e) 倉庫業（ミャンマー資本の比率40％以上） 
(f) 外国語による出版業（ミャンマー資本比率51％以上） 
  
(g) 上記(c)以外の小売業（2015年以降にのみ認可と記載されており、
合弁比率ついては明示されていない） 
(e) 卸売業（商務省の条件に従うとのみ記載されており、合弁比率に
ついては明示されていない） 
 
国家計画経済開発省通達No.11/2013では、当該法規が販売業を対

象としていないことを既述しており、外資に対して単純な販売業は認
可しない姿勢を明確にしている。これに対して、ＭＩＣ通達は、小規模
の小売事業については2015年以降には認可する方針であること、ま

た、卸売業については、大規模な資本投下などの条件を見て個別に
認可する方針を示したものと理解される。 
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5-1. 規制事業の明細－製造業(1) 

Ⅰ．禁止事業 

武器、爆発物など武器の製造 
化学肥料法、種苗法、その他農業法に違反する製造業 
オゾン層破壊物質の製造 
ストックホルム協約により禁止されている有機物等の製造 
環境保護法等で禁止されている危険物質の使用あるいは製造 
アスベストを含む建築資材の製造 

Ⅱ.ミャンマー資本との合弁形態でのみ認められる事業 

以下の製品の製造販売 
 
ハイブリッド種 
高収量種及び固有種 
穀物加工食品（ビスケット・各種麺類） 
菓子類 
食品の貯蔵・加工・缶詰（乳製品を除く） 
麦芽・麦芽アルコール（ビール）その他の醸造品 
蒸留酒、アルコール飲料 
製氷業 
精製された飲料水 
綿製の織物用糸 
エナメル製品、刃物類、陶器類 
プラスチック製の日用品 
ゴム製・ビニール製の日用品 

合成皮革以外の皮革製品（履物、バッグなど） 
各種の紙製品 
カーボン紙、パラフィン紙、ティッシュペーパー等の紙製品、段
ボール製品 
国内天然資源を利用した化学製品 
可燃性物資、液体、ガス、エアロゾル 
酸化物（オキシジェン、ハイドロジェン）及び圧縮ガス（アセトン、
アルゴン、ハイドロジェン、ニトロジェン、アセチレン） 
腐食性化学品（硫酸、硝酸） 
各種廃業用ガス 
医薬品原料 
ハイテク技術によるワクチン 
ビル及び橋梁建設に使用する鉄骨フレーム及び成形用コンク
リート 
客車及び貸車 
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5-1. 規制事業の明細－製造業(2) 

Ⅲ．特定の条件のもとで認可される事業 

事業内容 条件 

動植物を原料とする油の製造 国産原材料の使用比率80％以上 

飲料及び炭酸水の製造 国産原材料の使用比率20％以上 
事業開始後3年内に国内産農作物原材料の使用比率60％以上 

「味の素」の製造 事業開始後3年内に国産原材料のみを使用 
 

タバコの製造 国産タバコ葉使用比率50％以上 
輸出収益の50％以上を国産原材料の調達に充当 
製品の90％以上を輸出 

香水・化粧品の製造 事業開始後5年以内に国産原材料の使用比率50％以上 

塗料、ニス、染料、シンナー、ラッカー等の製造 外国資本比率は70％まで 

※特定の省庁の認可や各種法規への尊守を条件とする事業分野は、上記リストから割愛した。 
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5-2. 規制事業の明細－建設・インフラ事業(1) 
Ⅰ．禁止事業 

電気配電網の管理 
電力の取引 
電気設備の点検サービス 
航空交通管制サービス 
航海交通管制サービス 

Ⅱ.ミャンマー資本との合弁形態でのみ認められる事業 

橋脚、高速道路、地下鉄などの鉄道・道路網の建設 
 
国際水準のゴルフコース及びリゾート施設の開発 
 
居住用アパート・コンドミニアムの開発、販売、賃貸 
 
オフィスビル及び商業ビルの開発・販売 
 
工業地区に隣接した住宅地区での居住用アパートの開発、販売、賃貸 
 
一般大衆向け住宅の開発 
 
ニュータウンの開発 
 
ドックでの船舶の建設、修理 
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5-2. 規制事業の明細－建設・インフラ事業(2) 

Ⅲ．特定の条件のもとで認可される事業 

事業内容 条件 

水力発電・火力発電 ミャンマー政府との合弁、かつ、BOT方式のみ 

オフィスビル・商業ビルの建設、賃貸 外国資本100％の場合はBOT方式のみ 
ミャンマー資本との合弁の場合、ミャンマー側が土地（使用権）
を現物出資すること 

※特定の省庁の認可や各種法規への尊守のみを条件とする事業分野は、上記リストから割愛した。 
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5-3. 規制事業の明細－流通・サービス事業(1) 

Ⅰ．禁止事業 

出版業とメディア事業の一体運営 
 
ミャンマー語、少数民族言語による印刷・出版 
 
【小売・卸売り業並びに金融サービス業は、外国投資法の枠外とされる。つまり、原則として禁止。】 

Ⅱ.ミャンマー資本との合弁形態でのみ認められる事業 

船舶による乗客・貨物の輸送サービス 
 
コンテナデポによるポートサービス及び倉庫業 
 
民営の専門病院及び伝統医療診療所 
 
観光・旅行業 



45 © 2013 KPMG International Cooperative (“KPMG  International”), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of  independent firms are affiliated with 
KPMG International. KPMG International  provides no client services. No member firm has any authority to obligate or  bind KPMG International or any other 
member firm third parties, nor does KPMG  International have any such authority to obligate or bind any member firm.  All  rights reserved. 

Ⅲ．特定の条件のもとで認可される事業 (1) 

事業内容 条件 

船員の訓練サービス、外国船籍の船舶による運輸会社代理店、
造船所、国内水運並びに開運するビジネス 

ミャンマー政府との合弁のみ 

外国資本による病院・クリニック ミャンマー政府との合弁のみ 
 

健康スパサービス 3スター以上の大規模ホテル内のみで営業 

外国人を対象としたカジノ営業 ミャンマー政府の承認 
特定地区内に立地するホテル内のみで営業 
ミャンマー国民の利用は禁止 

ホテル業 100％外資は3スタークラス以上のホテルのみ 

5-3. 規制事業の明細－流通・サービス事業(2) 
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Ⅲ．特定の条件のもとで認可される事業 (2) 

事業内容 条件 

大規模小売事業 スーパーマーケット、デパート、ショッピングセンター、などの大
規模小売のみ 
  
 店舗面積 
・デパート・ハイパーマーケット⇒50,000平方フィート以上 
・スーパーマーケット⇒12,000～20,000平方フィート以上 
 
ミャンマー資本の既存店に隣接しない立地 
国内商品を優先して販売 
合弁の場合はミャンマー資本は40％以上 

 

中小規模小売事業 2015年以降に認可 
3百万ドル以上の投資 
ただし、二輪・四輪の小売りは除外 

フランチャイズビジネス  外国資本はフランチャイザーとなる（フランチャイジーは現地資
本のみ） 

5-3. 規制事業の明細－流通・サービス事業(3) 
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Ⅲ．特定の条件のもとで認可される事業 (3) 

事業内容 条件 

卸売業 商務省の条件により認可（投資規模、現地資本との競合、ハイ
テク技術の有無などが検討されるものと思われる） 

倉庫業 大規模なもののみ 
合弁の場合はミャンマー資本40％以上 

大規模小売施設内の飲食店 店舗面積2,000～4,000平方フィート 

外国語による出版 合弁の場合は、ミャンマー資本51％以上 
役員の1/3以上及び主要スタッフはミャンマー人 

5-3. 規制事業の明細－流通・サービス事業(4) 

※特定の省庁の認可や各種法規への尊守のみを条件とする事業分野は、上記リストから割愛した。 



拠点設立手続き 
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1.  外国資本の投資形態 

100％外国資本による法人 

現地資本とその合弁による法人 
 
 
外国法人の支店 
 100％外国資本の法人と同様に、事業活動を行うことができる。 
 駐在員事務所も、会社法上は「外国法人の支店」として登記する。 

 
 
 
 
生産物分与契約／BOT契約による進出 
 ミャンマー政府の国営企業と生産物分与契約を締結して国内の資源
開発に参入する。 
 建設物を一定期間事業運用した後に、政府に無償譲渡する契約によ
り国内のインフラ建設事業に参入する。 
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2. 投資形態・業種による設立・認可の手続き 

外国法人の支店 
サービス会社 
（MIC認可対象以外の事業） 

DICA 

DICA 

MIC 

DICA 

MIC 

会社設立・営業許可 

会社設立・営業許可 

会社設立・営業許可 

MIC認可 

MIC認可 

外国投資法による規制事業 
外国投資法によるインセンティ
ブを享受できる事業 

外国投資法による規制事業の
うち、他の関連省庁の承認を必
要とする事業 

関連省庁 

照会 承認・条件 
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3. DICA営業許可ならびに会社登記の流れ 

営業許可書の発行 

会社登記の完了 

申請書式( Form A) 

添付書類の提出 

国家計画経済開発省／ 
投資企業管理局（DICA) 

による審査 

営業許可条件の 
提示 

投資家による条件
の確認・合意 

最低資本金の50%
の払い込み 

登記料の納付 
事業の内容      

 
 
 
 
 
 
 
  

最低資本金     
 
 
 
 
    
 
    

サービス業    USD 50,000 

製造業  USD 150,000 



52 © 2013 KPMG International Cooperative (“KPMG  International”), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of  independent firms are affiliated with 
KPMG International. KPMG International  provides no client services. No member firm has any authority to obligate or  bind KPMG International or any other 
member firm third parties, nor does KPMG  International have any such authority to obligate or bind any member firm.  All  rights reserved. 

3-1. 支店設立の際の添付書類 

【添付書類】 
 
(1) ミャンマー支店の代表者への委任状（公証人による公証及びミャンマー大使館による
認証が必要） 
(2) 基本定款及び付属定款（公証人による公証及びミャンマー大使館による認証が必要） 
(3) 過去２期分の財務諸表（公証人による公証及びミャンマー大使館による認証が必要） 
(4) ミャンマー支店の代表者による宣誓書 
(5) ミャンマー支店の代表者の個人情報 
(6) 取引銀行の発行する信用照会状（Bank Reference）及び残高証明書 
(7) 会社概要 
(8) ミャンマー支店を設立することを決議した決議書 
(9) 法定代理人による保証 
(10) ミャンマー語に翻訳された基本定款及び付属定款 
(11) 営業許可申請書（Form A） 
(12) 取締役のリスト   
(13) 資本構成委員会からの質問書  
(14) 事業活動のリスト  
(15) ミャンマー支店の初年度見込み費用のリスト      など 
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4. MIC認可の流れ 

土地リース契約の交渉と 
契約書の作成 

リース契約書の 
司法局によるレヴュー 

関係省庁への事前説明 

申請書書式
（Form1） 
ならびに 

添付書類の準備 

MICへの提出 

関係省庁への照会 

ミャンマー投資委員
会(MIC)による審査 

MIC認可証の発行 

※ 【最低資本金】 
旧外国投資法では、最低資本金として 
製造業 - USD500,000 、 
サービス業 － USD 300,000 
の要求があった。 
改正法では、最低資本金額は明示されていない。 
個別の申請案件ごとに審議されると想定される。 
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4-1.  MICへ提出する申請書式（Form 1） の内容 

記載が求められる事項 具体的な内容 

会社設立発起人の情報 氏名、住所等。日本人でも可能で、申請時点でミャンマー国内に居住していな
い「非居住者」でも可。 

合弁事業のパートナーの情報 会社名、住所等。合弁企業として会社を設立する場合に必要。 

認可を申請する事業の内容 簡潔に記載します。詳細な内容はここでは必要ありません。 

法人の形態 個人事業、パートナーシップ、株式会社の別を記載。通常は株式会社。 

法人形態としてパートナーシップまたは株式会社を選択
する場合の情報 

授権資本の額、発行する株式の種類、発行する株式の額 

投資資金の調達に関する情報 投資資金の調達額について、現金による資本金払い込み額、現物出資、借入
金による払い込みの別を記載。予定される事業期間等 

事業計画の詳細 使用する電力、工業用水等の必要量、使用する機械設備の明細、建設する工
場建物等の仕様、製造する製品、販売の方法等の詳細な計画が必要 

外国資本の詳細および内国資本の詳細 外貨による払い込み、機械設備等の現物出資、ライセンス・特許の現物出資、
技術的ノウハウによる出資の別を記載 

年間の販売額に関する事項 輸出販売、国内販売に区分して記載 

雇用に関する事項 ローカル従業員の採用計画、外国人エキスパートの採用計画を記載 

予想損益計算書 投資回収に要する期間の予想損益計算書、キャッシュフロー等 

その他添付書類 土地リース契約書、合弁契約書、銀行のリファレンス文書、会社定款のドラフト 
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KPMG ミャンマーのサービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市場調査 

プロジェクトのフィジビリティス 
タディ 

合弁相手先または買収先の候
補企業の選定 

財務ならびに税務デューデリ
ジェンス 

事業評価・株価評価 

投資ストラクチャーに係る法務
及び税務面の調査 

その他現地法令等の調査 

法人並びに支店の設立登記 

外国投資法に係る投資認可 
の申請支援 

申請書類等の作成支援 

内部統制の設計と導入支援 

ITシステムの導入支援 

会計記帳代行 

月次・年次の税務申告業務 

    法人税、個人所得税、 
各種の源泉税、商業税 

会計手続きの設計と導入 

会計スタッフの教育と研修 

法定監査※ 

内部監査 

上場支援 

事業再編支援 

連結用財務諸表の監査 

月次・年次の税務申告業務 

 （同左） 
 

移転価格税制への対応 

その他税務調査への対応 

法定監査※ 

アドバイザリー
サービス 

会計・ 
税務サービス 

投資の企画・調査 拠点設立・ 
外国投資認可の申請 

駐在員事務所・ 
開業準備期間 

操業開始以降 

 

 
 

 

※現地の提携事務所であるKhin Su Htay & Associatesにより
監査報告書に署名、発行。 
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Tel:+95-(0) 95-099-862 
yfujii@kpmg.com 

1983年にアーサーアンダーセン入
所。日本国内において、会計監査
を経験後、1990年よりシンガポー
ル事務所、1992年よりクアラルン
プール事務所に勤務。現地の日系
企業に対する投資、会計・税務、法
務、人事に関わるコンサルティング
に従事。 1997年より日本国内での
企業買収・合併に係る調査実務に
従事した後、2001年よりバンコク事
務所に赴任。2012年9月よりミャン
マー事務所長就任。 

ミャンマー 日系企業担当メンバー 

Head of GJP ASEAN 
パートナー  日本公認会計士 
藤井 康秀 

ミャンマー事務所 
マネジャー 
日本公認会計士 
田原 隆秀 

2004年9月にあずさ監査法人横浜
事務所入所。日本国内において、
主に、製造業やホテル業の会計監
査・内部統制監査、デューデリジェ
ンス業務及びIPO支援業務に従事。
2011年10月よりKPMGバンコク事
務所に赴任。2012年6月よりミャン
マー駐在。 
 Tel:+95-1-527-103 

      +95-1-514-862 
ttahara@kpmg.com 
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KPMG バンコク事務所 日系企業担当メンバー 

Head of Global Japanese 
Practice,  パートナー 
日本国公認会計士 
三浦 一郎 

1994年にアーサーアンダーセン入所。
日本国内において、製造業、小売業、
その他の会計監査、各種コンサルティ
ング等に従事。2000年8月よりタイに
おける日系企業をサポートするため
にバンコク事務所に駐在。2004年8
月より日系企業のサポート体制確立
のため、あずさ監査法人からＫＰＭＧ
メキシコ事務所に赴任。2007年10月
より監査パートナーとしてバンコク事
務所に赴任。 Tel:+66-2-677-2119 

imiura@kpmg.co.th 

エグゼクティブ ディレクター 
マネージメントコンサルティング 
古川 英典 

2012年9月よりKPMGバンコクオ
フィスに参画。前職ではコンサル
ティングと投資事業に従事。特に
コンサルティングでは日本・欧州・
アジアにおける製造、化学、自動
車関連、IT、小売等のクライアント
に対するBPR、M&A、ERP導入、
内部統制対応等のプロジェクト経
験に加え、自身で策定した海外戦
略を実行した経験も持つ。国際関
係論修士。エラスムス大学MBA。 
 

Tel:+66-2-677-2655 
hidenori@kpmg.co.th 
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監査サービス 

2000年10月に朝日監査法
人 （現あずさ監査法人）
東京事務所入所。日本国内
において、主にソフトウェ
アメーカー、総合商社等の
会計監査及びデューデリジ
ェンス業務に従事。2009
年7月よりタイにおける日
系企業支援部隊の一員とし
てバンコク事務所に赴任。  Tel:+66-2-677-2126  

kazuhiro@kpmg.co.th 

アソシエイトディレクター 
米国公認会計士 
宮田 一宏 

Tel:+66-2-677-2216  
ishisei@kpmg.co.th 

マネジャー 
日本国公認会計士 
井戸 志生 

1999年10月にセンチュ
リー監査法人（現あずさ監
査法人）東京事務所入所。
日本国内において主に電子
部品メーカー、US SEC登録
企業等の会計監査に従事。
また2010年7月より1年間
程ハノイ事務所において日
系企業支援に従事。2011年
8月より日系企業支援部隊
の一員としてバンコク事務
所に赴任。 

Tel:+66-2-677-2000 
hfukasawa@kpmg.co.th 

スイス、タイの大学にて主
に経営学を専攻。留学後、
2009年5月より日系企業

支援部隊の一員として
KPMGバンコク事務所入
所、主に日系企業の監査
業務に従事。 

監査アシスタント 
 
深澤 弘安 

アシスタントマネジャー 
日本国公認会計士 
田村 陽一 

アシスタントマネジャー 
日本国公認会計士 
星谷 浩一 

監査アシスタント 
 
奥山 恵理子 

Tel:+66-2-677-2218 
khoshiya1@kpmg.co.th 

Tel:+66-2-677-2000 
eriko@kpmg.co.th 

Tel:+66-2-677-2704 
ytamura@kpmg.co.th 

2003年に総合商社へ入社
。総合職として予算管理等
の経営管理業務に従事。
2007年に家族の転勤に伴
い渡泰。タイ語習得後、米
国公認会計士試験に合格
。2012年2月よりKPMGバ
ンコク事務所に入所し、主
に日系企業の監査業務に
従事。 

2004年12月にあずさ監査
法人東京事務所入所。 
日本国内において、鉄鋼専
門商社、外資系石油会社、
システムインテグレーター
等の会計監査及びIFRSコン
バージェンス業務に従事。
2012年7月より日系企業支
援部隊の一員としてバンコ
ク事務所に赴任。 

2004年12月にあずさ監査法
人東京事務所入所。日本国
内において、主に石油元売り
会社、総合酒類メーカー、繊
維メーカー等の会計監査に
従事。また、IFRS導入助言
業務、J-SOX構築運用支援
等のアドバイザリー業務及び
デューデリジェンス業務にも
携わる。2012年7月より日系
企業支援部隊の一員として
バンコク事務所に赴任。 
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税務/アドバイザリーサービス 

2002年9月にKPMGピー
トマーウィック（現KPMG
税理士法人）に入社。日
本国内において、主に
タックスデューデリジェン
ス、M&Aに関する税務ア
ドバイザリー業務に従事。 
2011年11月よりバンコク
事務所タックス＆リーガ
ル部門の一員として赴任。 
 

マネジャー 
日本国税理士 
柴田 智以 

Tel:+66-2-677-2447  
tshibata1@kpmg.co.th 

マネジャー 
米国公認会計士 
坂東 亮 

1998年より日立電線株式
会社の海外事業部門に勤
務。2007年より同社タイ現
地法人に勤務の後、2010
年7月よりKPMGバンコク
事務所入所。内部統制、リ
スク管理、業務プロセス改
革を中心としたアドバイザ
リー業務に従事。 
 
 Tel:+66-2-677-2710  

rbando@kpmg.co.th 

マネジャー 
移転価格部門 
久保 恵子 

Tel:+66-2-677-2578  
keiko@kpmg.co.th 

2004年、KPMGグループ
入所。KPMG 税理士法
人・国際事業アドバイザリ
ー部門にて主に自動車・
エレクトロニクス・化学業
界を中心とした移転価格
アドバイザリー業務従事
後、2011年8月、バンコク
事務所税務部門移転価格
チームに着任。 
 

アシスタントマネジャー 
日本国公認会計士 
松本 勝彦 
 

Tel:+66-2-677-2757 
kmatsumoto1@kpmg.co.th 

2005年12月にあずさ監
査法人東京事務所入所。 
日本国内において、主に
株式公開支援業務及び
ネット広告・物流会社の
会計監査に従事。 
2012年7月よりバンコク
事務所タックス＆リーガル
部門の一員としてに赴任。 
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