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【2014年税制改正】 

2014年3月末に、商業税（Commercial Tax）、法人税・個人所得税（Income Tax）、印紙税

（Stamp Duty）の改正税法が発表され、2014年4月より開始する事業年度より適用されること

になりました。 

今回の改正には、商業税の課税範囲の拡大（サービス品目）、個人所得税の最高税率の引

き上げ、外貨建契約書への印紙税課税方法の変更等、重要な改正項目が含まれています。 

以下に、今回公表された改正税法の概要を取りまとめました。 

 

■商業税法（Commercial Tax） 

改正内容の概要 

商業税はいわゆる付加価値税（VAT）に代替される税目ですが、これまで400品目超に及ぶ

課税品目を個別に列挙していたため、取引の都度課税対象かどうかを検討する必要があり、

また課税範囲が不明確であるため、実務では納税漏れが多く生じていました。 

今回の改正は、周辺諸国で適用されている付加価値税の考え方を採用し、特段の規定のな

い限り、全ての物品、サービス取引に基本税率5％を適用するものとしました。これに対応し

て非課税品目、特別税率、軽減税率を別途規定しています。 

その他、特別税率対象品目に係る支払商業税と受取商業税の相殺処理、非課税事業者を

判定する売上高基準の改定が実施されています。 

 

商業税の税率表 

今回の商業税法では、①物品の販売、②物品の輸出、③サービスの提供の3種類の活動に

分けて、下表のとおり、課税品目・税率が定められています。特にサービスの提供について

は、これまで課税項目が14品目に限定されていましたが、今回の改正により非課税品目を

除く全てのサービスが課税対象となりました。 

 
物品の販売 

物品の輸出 サービスの提供 
輸入品 国内製造品 

非課税品目 表2の24品目 表2の24品目及び表3の60品目 下記以外全て非課税 表4の26品目 

課税品目 上記以外全て課税 上記以外全て課税 表5の5品目 上記以外全て課税 

税率 

標準税率 5％ 5％ - 5％ 

特別税率 
表1の16品目 

（輸入または製造販売の場合のみ、トレーディングは除く） 
表5の5品目 - 

軽減税率 - 
ミャンマー企業（個人）または国

営企業の製造販売品には2％ 
- - 
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表1 輸入品及び製造販売品における特別税率品目 

Sr. No. Types of the goods Tax rate 

1 Cigarettes 100％ 

2 Tobacco 50％ 

3 Virginia tobacco, cured 50％ 

4 Cheroots 50％ 

5 Cigars 50％ 

6 Pipe tobacco 50％ 

7 Betel chewing preparation 50％ 

8 Various kinds of liquor 50％ 

9 Various kinds of beer 50％ 

10 Various kinds of wine 50％ 

11 Teak, hardwood logs and conversions 25％ 

12 
Jade, rubies, sapphires, emeralds, diamonds and other precious 

stones 
30％ 

13 
Jewelry made from jade, rubies, sapphires, emeralds, diamonds 

or other precious stones 
15％ 

14 
Vehicles above 1800 CC, light vans, saloons, sedans and light 

wagons, estate wagons and coupés 
25％ 

15 Petrol, diesel, aviation jet fuel 10％ 

16 Natural gas 8％ 

※法令はミャンマー語で公表されており、公式英訳は作成されていません。適用にあたってはミャンマー

語原文をあわせて参照する必要があります（以下同様）。 

表2 非課税品目 

Sr. No. Types of the goods Sr. No. Types of the goods 

1 Fertilizers 13 

Textbooks, exercise and drawing books of various kinds 

and papers for the production of such books and all 

sorts of pencils 

2 Insecticides, pesticides, fungicides, etc 14 Graphite for the production of pencils 

3 Farm equipment, farm machines and machine parts 15 Condoms 

4 Fish feed, shrimp feed (raw material, finished goods) 16 Defense and military equipment 

5 Animal feed (raw material, finished goods) 17 
Various kinds of gun powder, various kinds of dynamite 

and accessories thereto used by the civil departments 

6 Animal medicines 18 Crop seeds, nursery plants 

7 Animal breed 19 

Printed material of the Ministry of Defense relating do 

defense; arms and ammunition, auxiliary goods and motor 

vehicles of the Ministry of Defense 

8 Solar panels, solar charge controllers and solar inverters 20 
Duty free goods to be sold in foreign currency at the 

departure places to passengers departing for overseas 

9 
X‐ray films and plates and other X‐ray, surgical, 

medicinal or pharmaceutical apparatus and equipment 
21 

Motor vehicles imported for the staff of foreign 

embassies and consulates 

10 
bandages, gauze, other surgical dressing material, 

hospital and surgical outfit and sundries 
22 

Goods purchased for the consumption of the armed 

forces if the expenses are in the budget of the Ministry 

of Defense 

11 
Pharmaceuticals and other medicines (except medicine 

restricted by rules and regulations) 
23 CMP goods, packing material for such goods 

12 Drugs 24 
Fuel sold to foreign embassies, UN organizations and 

foreign diplomats by the Ministry of Energy 
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表3 非課税とされる国内製造品目 

Sr. No. Types of the goods Sr. No. Types of the goods 

1 Paddy, rice, split, bran, rough bran, paddy husk 31 Ginned cotton 

2 Wheat grain, flour, smooth and rough flour 32 Coir yarn 

3 
Maize and other cereals, powder maize and other powder 

cereals 
33 Bird feathers, duck feathers 

4 Pulses, chick peas, pea flour 34 Umbrella cloths 

5 Groundnuts, shelled or unshelled 35 Stamps, all sorts 

6 Sesame, flower sesame 36 Sealing wax and sticks 

7 
Mustard seeds, sunflower seeds, tamarind seeds, cotton 

seeds 
37 Slates, slate pencils and chalk 

8 Oil palm 38 Shrimp paste (ngapi) 

9 Various cottons 39 Shrimp and fish sauces (ngan‐pya‐ye) 

10 Jute and similar fibers 40 
Groundnut oil, sesame oil, sunflower seed oil, rice bran 

edible oil and oil cakes 

11 Garlic, onions 41 Fresh fish, fresh prawns 

12 Potatoes 42 Sterilized and other pasteurized milk 

13 Cassava plants, cassava powder 43 Chili, chili powder 

14 Spices (leaves, fruits, seeds, bark), prepared spices 44 Saffron, saffron powder 

15 Various fresh fruits 45 Ginger 

16 Vegetables 46 Fish paste 

17 Sugarcane 47 Ripe tamarinds 

18 Mulberry leaves 48 National flag 

19 Medicinal plants or herbs 49 Various kinds of beads 

20 Animal feed, fresh and dried (farm products only) 50 Various kinds of rulers, erasers, sharpeners 

21 
Thatch, reeds, 'dani' and such agricultural products not 

elsewhere specified 
51 Alternatives to firewood 

22 Wood, bamboo 52 Coconut oil 

23 Live animals 53 Various kinds of fowl eggs 

24 Silk cocoons 54 Pumpkin seeds, watermelon seeds 

25 Canes, finished and unfinished 55 Religious clothes (thingan robe etc.) 

26 Honey and bee wax 56 Oil dregs 

27 Lac 57 Salt 

28 
Residue of groundnuts, sesame, cotton seeds, rice bran, 

etc. 
58 Latex 

29 Soap stocks (oil residue) 59 Betel nuts 

30 Bleaching substances 60 Computers, telephone handsets 
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表4 非課税とされるサービス品目 

Sr. No. Types of the services 

1 Services consisting in renting out houses 

2 Services consisting in renting out car parks 

3 Life insurance services 

4 Microfinance services 

5 Health care services 

6 Education services 

7 Services consisting in the transportation of goods 

8 Services of employment agencies 

9 Banking services 

10 Customs clearance services 

11 Renting out objects such as tables, chairs or crockery for social functions 

12 Licensed slaughtering of animals 

13 Contract manufacturing 

14 Funeral services 

15 Container transport services 

16 Child nursery services 

17 Myanmar traditional massage / massage performed by a blind person 

18 Moving services 

19 Services for which a road toll is charged 

20 Animal health care services 

21 Services consisting in the provision of public toilets 

22 Outbound air transport services 

23 Services concerning culture and art 

24 Information technology services 

25 Technology and management consultancy services 

26 Public transport services (bus, railway and ferry boat) 

 

表5 課税される輸出品目 

Sr. No. Types of the goods Tax rate 

1 Crude oil 5％ 

2 Natural gas 8％ 

3 Teak, hardwood logs and conversions 50％ 

4 
Jade, rubies, sapphires, emeralds, diamonds and other precious 

stone 
30％ 

5 
Jewelry made from jade, rubies, sapphires, emeralds, diamonds 

and other precious stones 
10％ 
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特別税率対象品目に係る相殺処理 

輸入品及び製造販売品における特別税率品目（表1）に掲げられる品目のうち、以下10品目

については、仕入時に支払う商業税と、売上時に受領する商業税の相殺が認められていま

せん。フロー図に示すとおり、当規定は輸入業者、製造業者に適用されるものであって、そ

の後の転売取引時は相殺することが可能とされています。 

当規定は、相殺処理を許容した場合に、輸入業者や製造業者が差額分の商業税の還付を

受けられることとなり、結果として国家へ納付される商業税が確保できない事態を避けるた

め、特別に定められたものです。 

 

輸入品及び製造販売品における特別税率品目のうち、相殺が認められない品目 

Sr. No. Types of the goods Tax rate 

1 Cigarettes 100％ 

2 Tobacco 50％ 

3 Virginia tobacco, cured 50％ 

4 Cheroots 50％ 

5 Cigars 50％ 

6 Pipe tobacco 50％ 

7 Betel chewing preparation 50％ 

8 Various kinds of liquor 50％ 

9 Various kinds of beer 50％ 

10 Various kinds of wine 50％ 

 

（ビール完成品を輸入し、販売するケース） 

 

 

 

 

 

（原料を輸入し、ビールを製造販売するケース） 

 

 

 

 

 

 

非課税事業者の売上高基準の引き上げ 

従来は年間10百万チャット以上の売上がある場合に、商業税の課税事業者登録が必要となっ

ていましたが、今回の改正により、その基準が年間15百万チャットへ引き上げられました。 

輸入業者 小売店 最終顧客

輸入50％ 卸売5％ 小売5％

相殺

×

相殺

○

製造業者 卸売店 小売店

輸入5％ 卸売50％ 卸売5％ 小売5％

最終顧客

相殺

×

相殺

○

相殺

○
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■法人税・個人所得税（Income Tax） 

改正内容の概要 

今回の改正は、個人所得税を対象にしたものです。個人所得税の累進税率が最大25％に引

き上げられる他、所得控除が一部引き上げられました。法人税については、特段改正が行

われていません。 

 

個人所得税の税率表 

居住者に対する個人所得税率が変更となり、最大税率が25％へ引き上げられました。一方

で、免税となる最低所得額が1,440,000チャットから2,000,000チャットへ引き上げられました。

なお、年間のミャンマー滞在日数が183日に満たない非居住者に対する税率は、35％から変

更されていません。 

改正前 改正後 

From 

（チャット） 

To 

（チャット） 
税率 

From 

（チャット） 

To 

（チャット） 
税率 

1,440,000以下の場合は、免税 

1 2,000,000 0％ 

1 500,000 1％ 

500,001 1,000,000 2％ 

1,000,001 1,500,000 3％ 

1,500,001 2,000,000 4％ 

2,000,001 3,000,000 5％ 
2,000,001 5,000,000 5％ 

3,000,001 4,000,000 6％ 

4,000,001 6,000,000 7％ 

5,000,001 10,000,000 10％ 6,000,001 8,000,000 9％ 

8,000,001 10,000,000 11％ 

10,000,001 15,000,000 13％ 
10,000,001 20,000,000 15％ 

15,000,001 20,000,000 15％ 

20,000,001～ 20％ 20,000,001 30,000,000 20％ 

   30,000,001～ 25％ 

 

上記を反映した個人所得税の税目・税率は以下のとおりとなります。 

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％～25％の 

累進税率 10％ 
10％ 

海外に居住する者  非課税 40％ 

外国人 
居住者  

1％～25％の 

累進税率 
10％ 

非居住者  35％ 40％ 
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個人所得税の所得控除 

所得控除対象 改正前 改正後 

基礎控除 課税所得総額の20％（上限10百万チャット） 変更無し 

配偶者控除 所得のない配偶者につき300,000チャットの控除 500,000チャットに引き上げ 

保険料控除 納税者、配偶者のための保険料支払い額の控除 変更無し 

扶養控除 

未婚で扶養者となっている子女一人当たり200,000

チャットの控除。18歳を超える子女の場合には、全日制

の学校などにおける就学者であることが条件となる。 

300,000チャットへ引き上げ 

 

■印紙税（Stamp Duty） 

改正内容の概要 

外貨建契約書に対する課税方法が変更され、いかなる通貨で実施された契約書も全てミャ

ンマーチャットに換算のうえ、同様の税率表が適用されることとなりました。その他税率表の

見直しにより、資産売買契約書にかかる印紙税率が5％から3％*1に引き下げられる等の措

置が取られています。 

*1 ネピドー、ヤンゴン、マンダレー管区においては、追加で2％の課税がなされるため、実質は7％から

5％への引き下げとなります。 

 

外貨建契約書への印紙税課税方法の変更等 

これまでは、外貨建てで記載された契約書等には、通常の印紙税の税率表を適用せずに、

一律1％の印紙税が適用されていました。今回の改正により、外貨建取引はミャンマーチャッ

トに換算したうえで、通常通り印紙税の税率表を適用することとされ、多くの品目において減

税が図られています。影響の大きい品目は以下のとおりです。 

課税品目 改正前 改正後 

合弁契約書 契約額の1％ 契約額の1％（150,000チャットを上限） 

建設契約書 契約額の1％ 契約額の1％（150,000チャットを上限） 

リース契約書 契約額の1％ リース期間に応じて、平均年間リース料の1.5％-3％ 
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