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本手引書の目的 

 

 本手引書は、「基本編」、「実務編」で構成されています。 

「基本編」では、カンボジアの税制に関して体系的に理解する目的で内容を構成しています。

カンボジア進出において、カンボジア税制を可能な限りわかりやすくまとめた内容としていま

す。 

「実務編」では、実際の税務事務において生じる、生じた様々な問題等について、その法的根

拠や、実務対応について解説をしています。実際の企業活動を行う上で生じる類似のケースの

参考資料として活用できる内容としています。 

 いずれの内容も個別の事例に対して判断の根拠を示すものではないことにご留意ください。 
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～基本編～ 

1．カンボジアにおける税務行政の体制 

 

カンボジアにおける税務関連行政の執行体制は、下記のような組織体制で行われている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ministry of Economy and Finance  
(MoEF/経済財政省) 

General Department of Taxation  
(GDT/租税総局) 

Department of 
Enterprise Audit 

Department of 
Administration 
and General 
Affairs 

Dept. of Law, 
Tax Policy, and 
International 

Tax Cooperation 

Department of 
Personnel and 

Finance 

Department of Tax 
on Movable and 

Immovable 
Properties 

 

National Tax 
School 

Department of 
Information and 
Communication 
Technology 

Department of 
Crime 

Investigation 

Department of 
Large Tax 
Payer 

Department of 
Small and 
Medium Tax 

Payer 

 

Phnom Penh 
Municipality Tax 

Division/ Provincial 
Tax Branches 

中・大規模納税者を

主に担当する 

税務調査専門機関 

大規模納

税者を管

轄 

中小規模納

税者を管轄 



基本編 

6 
 

2．カンボジア税制の法律体系について 

 

 
 
カンボジアにおける税制関連の法律体系は上記の通りであり、本法から始まり、告示、通達

に至る。しかしながら実際の税務行政の執行体制においては、行政裁量権の色が強く、か

つ、現場担当者により主張が異なることがあり、必ずしも上記法体系に基づいた議論が通じ

ないケースもある。 

  

Circular , Notification
（告示、通達）

法制度の説明等のため、省庁の大臣が公布

Prakas
（省令）

法令に定められた権限内において政府の閣僚が公布

Sub-Decree
（政令）

法令に定められた権限内において首相が公布

Law on Taxation
（税法）

国民議会により制定
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3．カンボジアにおける課税方式及び納税者区分 

 

カンボジアの税務行政では自ら税額を計算し申告・納付を行う Real Regime (Self-Assessment 

System（申告納税方式））が課税方式として利用されており、納税者は下記の 3つに区分されてい

る。 

 

Small Taxpayers（小規模納税者） 

個人事業主またはパートナーシップであり、以下のいずれかに該当する者 

• 農業、サービス及び商業セクターの場合、年間売上が 2億 5 千万～10億リエル（約

62,500USD～約 250,000USD） 

• 産業セクターの場合、年間売上高が 2億 5千万～16億リエル（約 62,500USD～約

400,000USD） 

• 年間のうち連続する 3ヶ月の売上が 6千万リエル（約 15,000USD）超 

• 翌 3ヶ月間の売上見込みが 6千万リエル（約 15,000USD）以上 

• 入札等へ参加 

 

Medium Taxpayers（中規模納税者） 

• 農業セクターの場合、年間売上が 10億～40億リエル（約 250,000USD～約 1,000,000USD） 

• サービス及び商業セクターの場合、年間売上が 10億～60億リエル（約 250,000USD～約

1,500,000USD） 

• 産業セクターの場合、年間売上が 16億～80億リエル（約 400,000USD～約 2,000,000USD） 

• 法人登録された企業、駐在員事務所 

• 国、地方政府、協会、NGOまたはこれらの機関に属するプロジェクト 

• 政府機関、在外領事館及び大使館、国際機関や外国政府技術協力機関またはこれらの機関

に属するプロジェクト 

 

Large Taxpayers（大規模納税者） 

• 農業セクターの場合、年間売上が 40億リエル（約 1,000,000USD）超 

• サービス及び商業セクターの場合、年間売上が 60億（約 1,500,000USD）リエル超 

• 産業セクターの場合、年間売上が 80億リエル（約 2,000,000USD）超 

• 多国籍企業の子会社、外国企業の支店 

• QIP企業 

• またはこれらの機関に属するプロジェクト 
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納税者が申告した売上高が実際の売上高を正確に反映していないことが判明した場合、租税総局

（General Department of Taxation, GDT）が、納税者の事業資産の規模を使用して納税者の分類

を以下のように再評価する権限を持っている点は注意が必要である。 

 

Small Taxpayers（小規模納税者） 

• 農業、サービス及び商業セクターの場合、年間の事業用資産が 2億～10億リエル（約

50,000USD～約 250,000USD） 

• 産業セクターの場合、年間の事業用資産が 2億～20億リエル（約 50,000USD～約

400,000USD） 

 

Medium Taxpayers（中規模納税者） 

• 農業、サービス、商業セクターの場合、年間の事業用資産が 10億～20億リエル（約

250,000USD～約 500,000USD） 

• 産業セクターの場合、年間の事業用資産が 20億～40億リエル（約 500,000USD～約

1,000,000USD） 

 

Large Taxpayers（大規模納税者） 

• 農業、サービス、商業セクターの場合、年間の事業用資産が 20億リエル（約 500,000USD）

超 

• 産業セクターの場合、年間の事業用資産が 40億リエル（≒1,000,000USD）超 

 

 

どの区分に該当するかによって、事業登録税(Patent Tax)の金額が異なる及び会計及び監査に関す

る法律違反による罰則額が異なる。 
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4．カンボジアにおける主な税金 

 

カンボジアで事業活動を行うに際し、企業、個人がかかわる主な税金は次の通りである。 

税目 内容 税率 

事業所得税 

(Tax on Income) 

各事業年度の課税所得に対して課税  原則 20％ 

ミニマム税 

(Minimum Tax) 

年間売上に対して課税 

事業所得税額と比較して、いずれか大きい方を

納税することとなる。一定の免税要件を満たし

た場合は免除される 

1％  

前払事業所得税 

(Prepayment of Tax 

on Income) 

月間売上高に対して課税 

年次申告時の要納税額（事業所得税とミニマム

税のいずれか大きい方）に充当可能 

1％ 

源泉徴収税 

(Withholding Tax) 

一定の支払いについて、支払い時に源泉徴収す

る必要がある 

4％～15％ 

給与税 

(Tax on Salary) 

被雇用者の給与所得に対して課税 

被雇用者に対して支払う給与から雇用者が源泉

徴収する 

0％～20％  

VAT 

(Value Added Tax) 

物・サービスの供給に対して課税 0％または 10％  

特定商品・サービス税 

(Special Tax) 

カンボジア国内で生産または輸入された特定の

物・サービスに対して課税 

物・サービスの種

類毎に異なる 

資産譲渡税 

(Registration Tax ま

たは Stamp duty) 

不動産および自動車の譲渡に対して課税 譲渡価額の 4％ 

事業登録税 

(Patent Tax) 

企業の年次登録時に課税 

事業内容ごと、かつ、異なる州の支店ごとに課

税 

40万～500万リエ

ル（約 100USD～約

1,250USD） 

印紙税 

(Stamp Tax) 

特定の公式文書等の公式な書類に対して課せら

れる税金 

 

キャピタルゲイン税 

（Capital Gain  

Tax） 

不動産、投資資産、のれん、知的財産等の売

却・譲渡に対して課せられる税金 

（2024年 1月より適用開始。） 

20％ 
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5．事業所得税 

 

事業年度 

• 原則は 1月 1 日から 12月 31日まで 

• GDTおよび会計監査規制局（Accounting and Auditing Regulator,ACAR）への事前申請にて

変更可能 

 

申告納付期限 

• 事業年度の末日から 3月以内 

 

課税範囲 

• 居住者である法人  全世界所得 

• 非居住者である法人 国内源泉所得 

 

居住者である法人とは、カンボジア法に基づいて設立、運営されている企業、または、主要な

事業所をカンボジア国内に保有する事業者をいう。 

なお、カンボジア国内の恒久的施設（PE）については、当該 PE に帰属するカンボジア源泉所得

についてのみ課税される。 

 

納税額 

• 下記の事業を行う法人以外については原則 20％。適格投資プロジェクト（QIP）の対象とな

る場合は一定期間免税となる。 

• 原油・ガスの生産分与契約及び木材、鉱石、金、宝石を含む天然資源の開発事業は 30％。 

• 財産に対する損害保険・再保険事業については総保険料収入の 5％。 

• ミニマム税（年間売上高の 1％）と事業所得税のいずれか大きい方が要納税額となる。ま

た、月次申告で納税した前払事業所得税（月間売上高の 1％）を要納税額から差し引くこと

が出来る。要納税額から控除しきれなかった前払事業所得税は、翌年度に繰り越すことが

出来る。 

 

課税所得の計算 

事業所得税の課税所得の計算は、基本的には日本の計算方法と同様で、会計上の利益に一定の

税務調整を加味して算定される。主要な勘定科目について留意事項をまとめると、以下の通り

となる。 

 

• 支払利息 
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・ 受取利息の金額とその他の所得（受取利息を算入せず、支払利息控除前）の 50％に相当

する金額の合計額を超える部分は費用に算入できない。 

・ 費用に算入できなかった金額は、翌期以降の費用として繰り越すことができる（繰越期

限は 5年間）。 

・ 有形固定資産の取得費等として取得価額に算入された支払利息については、上記に関わ

らず、減価償却費として費用の額に算入できる。 

・ 企業関連者からの借入に係る未払利息は、期末日後 180 日以内に支払われる場合に限

り、年次税務申告時に損金算入が可能である。期末日後 180 日以内に支払われなかった

場合に、30日以内に修正申告を行わなかった場合、ペナルティおよび遅延利息の対象と

なる。なお、当該未払利息を 180日経過後に支払った場合、支払い時に損金算入はでき

ない。 

 

• 減価償却 

・ 税務上の減価償却方法および償却率は以下の通りである。 

分類 償却方法 償却率 

建物および構築物 定額法 5％ 

コンクリート造でない建物 定額法 10％ 

コンピュータ、電気情報システム、

ソフトウェア及びデータ処理装置 
定率法 50％ 

自動車、トラック及び器具備品 定率法 25％ 

その他の有形固定資産 定率法 20％ 

無形固定資産 定額法 
その他無形資産の耐用年数（耐用年

数を算出できない場合は 10％） 

 

• 寄付金 

・ 国、公共公益団体等に対する寄付金は、寄付金控除前の課税所得の 5％に達するまでの

金額は、損金算入することができる。 

 

• 繰越欠損金 

・ 課税所得計算上、生じた欠損金については、翌年以降の課税所得から控除可能。 

・ 5 年を超えて控除できなかった欠損金については切り捨てられる。 

 

• 交際費 

・ 交際費は全額、損金算入ができない。 
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• 個人経費 

・ 給与税の規定により源泉徴収されたフリンジベネフィット税を除く個人及びその家族に

係る生活費は損金算入することができない。 

 

• 租税公課 

・ 事業所得税、源泉税、給与税の規定により課された租税公課は費用に算入できない。 
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6．源泉徴収税 

 

居住者への支払 

内容 税率 

マネジメント、コンサルテーション等のサービス料支払 

（50,000 リエル(約 12.5USD)以下のサービス料支払を除く。また、VAT登録納税者への

支払であり、有効なタックス・インボイスを入手している場合は免税） 

 

15％ 

無形固定資産に対するロイヤルティー、鉱物資源に対する利益の支払 15％ 

支払利息（国内の銀行・金融機関に対するものを除く） 15％ 

動産・不動産の賃貸収入（一定の不動産サブリースに関するものを除く。また、VAT登

録納税者への支払であり、有効なタックス・インボイスを入手している場合は免税） 

10％ 

定期預金を有する居住者に対する国内銀行の支払利息 6％ 

非定期性預金を保有する居住者に対する国内銀行の支払利息 4％ 

非居住者への支払 

支払利息 14％ 

ロイヤルティー、使用料その他の資産の使用に関する支払 14％ 

経営・技術サービスの提供に対する対価の支払 14％ 

カンボジア国内で実行されたサービス収益に関する支払 14％ 

配当 14％ 

恒久的施設を通じて非居住者が獲得した税後利益の本国への送金 14％ 

 

  

カンボジアにおける源泉徴収税は、その支払いの相手先を居住者、非居住者に区分し、それ

ぞれの区分別に支払い内容に応じて源泉税率が定められている。源泉徴収義務者（支払者）

は、下記の例示した所得に応じ、支払月または費用計上月のうち早い方の翌月 25日までに税

務当局に対して申告・納付をしなければならない。 
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7．VAT 

カンボジアにおいては、源泉徴収税と同様に VATについても月次での申告が求められている。カン

ボジアの VATの概要は次の通りとなる。 

 

課税事業者 

課税対象物品の販売等を行う Real Regime に該当する者 

 

課税取引 

• 商品又はサービスの提供 

• 課税事業者による商品の個人使用 

• 商品又はサービスの無償又は原価を下回る価格での提供 

• カンボジア国内への商品の輸入 

 

非課税取引 

• 公共郵便サービス 

• 医療・歯科サービス、医療品及び歯科関係商品の販売 

• 国家が所有する公共交通機関による旅客の輸送サービス 

• 保険サービス 

• 金融サービス 

• 関税が免除され、かつ、財務省令で定める価額の範囲内の個人使用のための物品の輸入 

• 経済財務相の認可を得た公共の利益を目的とした非営利活動 

• 教育サービス 

• 未加工の農業生産物 

• 電力及び公共水道サービス 

• 廃棄物回収及び清掃サービス 

 

税率 

• 国内取引 10％ 

• 輸出取引  0％ 

 

納税額の計算 

• 売上に係る VATから仕入に係る VATを控除した金額が納付税額となる。 

• 仕入に係る VATの控除の適用に関しては有効なインボイスの保存が必要。 
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税額控除の対象外となる仕入 

• 交際費（Entertainment, Amusement, Recreation） 

• 10人乗り以下の車両の購入（その事業者が事業として車両販売業、ハイヤー・タクシー事

業を行う場合を除く） 

• ガソリンなどの石油製品の購入 

 

申告納付 

• 毎月、翌月 25 日までに申告納付を行わなければならない。 

 

控除しきれなかった仕入税額の取り扱い 

• 控除しきれなかった仕入税額がある場合には、翌月以降の売上に係る VATから控除する。 

• 3ヶ月以上経過した繰越超過額については、その繰越超過額の還付を請求することができ

る。 

• 条文上は、上記の通り還付請求ができることとなっているが、実際に還付を受けることは

必ずしも容易ではない。 
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8. 給与税 

 

企業に雇用される従業員に対して支給する賃金、その他の経済的利益については、毎月、雇用者が

その支払い時に給与税を源泉徴収し、納付しなければならない。 

課税対象 

• 被雇用者としての活動に対して被雇用者に支払われるすべての給与。 
• 居住者については全世界所得に対し、非居住者についてはカンボジア源泉所得に対し課税さ

れる。 
 

なお、GDTの見解として、給与額はグロス金額（給与税控除前）をベースにした記録が必要であ

り、雇用契約等におけるネット額（給与税控除後）をベースにグロスアップする方法での計算は認

められておらず、注意が必要である。 

 

納税義務者 

• 雇用者 
 

申告納付 

• 給与支払日の属する月の翌月 25 日までに申告納付を行わなければならない。 
 

非課税所得 

• 一定の要件を満たす立替経費の精算 

• 制服等 

 

所得控除 

• 居住者については、扶養家族の状況に応じ、次の所得控除が認められている。 

• 扶養控除対象者：被扶養配偶者（専業主婦に限る）および子供（15 歳になるまで、学生の場

合は原則として 26歳になる月まで） 

• 扶養控除金額：被扶養者 1人当たり 150,000リエル（約 37.5USD） 

 

フリンジベネフィット 

• 次のような経済的利益については、原則として一律 20％の税率でフリンジベネフィット税が

課税される。 

• フリンジベネフィットの例 

・ 社用車の個人使用 

・ 食事及び宿泊費 

・ 住居の賃料の支払等 
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・ 無利息又は著しく有利な利率での金銭の貸付 

・ 教育費（子供に対するものを含む） 

・ 一定の保険料の会社負担分 

・ 交際費（法人の経費にも算入されない） 

・ 株式の支給 

 

税率 

• 居住者 

月次課税給与 累進税率 

1,500,000 ﾘｴﾙ以下（約 325USD以下） 0％ 

1,500,001 ﾘｴﾙ～2,000,000 ﾘｴﾙ（約 325USD～約 500USD） 5％ 

2,000,001 ﾘｴﾙ～8,500,000 ﾘｴﾙ（約 500USD～約 2,125USD） 10％ 

8,500,001 ﾘｴﾙ～12,500,000 ﾘｴﾙ（約 2,125 USD～約 3,125 USD） 15％ 

12,500,000 ﾘｴﾙ超（約 3,125 USD超） 20％ 

 

• 非居住者   20％ 

• フリンジベネフィット 20％ 
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9. キャピタルゲイン課税 

 
適用時期 

• 2024年 1月から適用。 

 
納税義務者 

• 居住者である個人 

• 非居住者である個人または法人 

 
対象資産 

• 不動産、投資資産（株式、債券、有価証券）、のれん（ライセンス、顧客リスト、ブラン

ド）、知的財産（特許等）等 

 

税額計算 

• 税率は 20% 
• 税額=（売却・譲渡所得－経費）×20% 

 

 

売却・譲渡価額 

• 売買契約書等の価額に基づく 

• ただし、市場価額より低い場合、GDT が売却・譲渡価額を再評価する可能性がある。 

 

控除経費 

• 不動産の場合 

・ みなし経費控除：不動産の売却・譲渡所得の 80％を控除 

・ 実費控除：実際に発生した費用（取得価額および関連費用）を控除 

 

• その他の資産については、実費控除の方法のみ認められている。 

 

申告期限 

• キャピタルゲイン発生後、3ヶ月以内 
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10. 税務調査とペナルティ 

 

税務調査 

カンボジアの税法では、GDTに税務調査の権限が与えられ、申告内容について、調査、更正を行う

ことができる。税務調査には以下の 3種類がある。 

• 机上調査(Desk Audit)： 

現地調査はなく、税務申告書と税務当局 に提供されたその他の情報をもとに行われる。税

務申告書の提出後 12か月以内に開始。 

 

• 限定調査(Limited Audit)： 

主に月次税務申告で申告する税金を対象として、現地調査が行われる。対象期間は当年度

及び前年度。 

 

• 包括調査(Comprehensive Audit)： 

全ての税目を対象として、現地調査が行われる。対象期間は直前 3年度。 

ただし、脱税の証拠や繰越欠損金及び繰越税額控除がある場合は、直前 5年度分まで延長可能。脱

税が認められた場合、経済財政省（MoEF）の許可を得て、それ以上の延長も可能。 

 

ペナルティ 

税務調査等により追徴課税が行われる場合には、その追加納税となった原因によって以下のペナル

ティが課せられる。 

• 納税者または源泉徴収義務者計算誤りが納税額の 10％未満の追加納税である場合：追加納

税額の 10％ 

• 上記以外の場合：追加納税額の 25％ 

• 税務調査による更正の場合：追加納税額の 40％ 

上記のペナルティに加えて、追加納税額に対して月利 1.5％の延滞税（上限なし）が課せられる。 
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11. その他 

 

移転価格税制 

OECDモデルに基づく移転価格に関する指針が省令で規定されている。関連者間取引を行う納税者

は、年次の事業所得税申告書において関連者間取引に関する情報の開示が求められるとともに、移

転価格文書の作成・保管をし、税務担当官の求めがあれば適時に提出することが必要となる。 

 
租税条約 

2023年 2月現在ではシンガポール・タイ・中国・ベトナム・ブルネイ・香港・マレーシア・韓

国・インドネシアの 9か国がカンボジアとの租税条約が発効済みである。また、日本との租税条約

は未締結であることから、カンボジア国内法に基づき判断することとなる。 
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～実務編～ 

1. 事業年度・会計記録等 

事業年度 

• カンボジアにおける会計期間は、原則として 1月 1日から 12月 31日までの 12か月間

とされている。新たに設立した企業の初年度については、設立日から同年の 12月 31日

までが会計期間となる。 

• 正当な理由がある場合（親会社との決算期統一など）、GDTおよび ACARへの事前申請を

行うことにより、変更が可能となる。 

 
財務諸表 

• 財務諸表は事業年度終了後、3ヶ月以内に作成されなければならない。なお、財務諸表

は言語はクメール語、通貨はリエルによって作成されなければならない。 

• 会計監査要件を満たす企業は監査済財務諸表を事業年度終了後 6ヶ月 15日以内に、満

たさない企業は財務諸表を事業年度終了後 3ヶ月 15日以内に ACARに提出しなければな

らない。 

• 会計帳簿は原則、クメール語である。ただし、クメール語を使用できる会計システムが

ない場合は事前申請することにより英語を使用することが出来る。 

 
会計監査 

QIP企業、上場会社、金融機関等及び以下の要件のうち、2つ以上を満たす会社は会計監査を受

けなければならない。 

・年間売上 40億リエル（約 100万ドル）以上 

・期末総資産 30億リエル（約 75万ドル）以上 

・年間平均従業員数 100人以上 

 

2020年度から監査人のローテーション制度が導入され、同一の監査人の監査は 5年間が限度と

なった。 
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会計及び監査に関する法律違反による罰則 

 違反内容 

大規模納税者 中規模納税者 

罰金（Riel） 

罰金（USD） 

罰金（Riel） 

罰金（USD） 

A 事前承認のない会計及び監査に関する法律の会計年

度（暦年）と異なる会計年度の使用 

2,000,000 

約 500 USD 

1,500,000 

約 375 USD 

B 会計帳簿および財務諸表においてクメール語の不使

用 

2,000,000 

約 500 USD 

1,500,000 

約 375 USD 

C 会計帳簿および財務諸表において事前承認のないク

メールリエル以外の通貨の使用 

2,000,000 

約 500 USD 

1,500,000 

約 375 USD 

D 規定された期限までに財務諸表を ACARに不提出ま

たは遅延 

2,000,000 

約 500 USD 

2,000,000 

約 500 USD 

E 会計帳簿の不保持 
10,000,000 

約 2,500 USD 

10,000,000 

約 2,500 USD 

F 法定の会計基準に基づいていない財務諸表の作成 
10,000,000 

約 2,500 USD 

8,000,000 

約 2,000 USD 

G 独立監査人による財務諸表監査の不実施 
20,000,000 

約 5,000 USD 

16,000,000 

約 4,000 USD 

H 法定の会計基準に従っていない財務諸表に基づく税

務申告 

10,000,000 

約 2,500 USD 

8,000,000 

約 2,000 USD 

I 会計及び監査に関する法律で定義されている会計書

類の不保持 

10,000,000 

約 2,500 USD 

8,000,000 

約 2,000 USD 
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2. フリンジベネフィットに対する課税 

 

会社が従業員に対して支給する給与以外の経済的利益（フリンジベネフィット）は、原則とし

て 20％の税率による課税の対象となる。 

現行のカンボジア税法の運用に際しては、課税されるべきフリンジベネフィットの範囲につい

ては必ずしも明確に規定されていない。したがって、具体的な課税の有無の判断に際しては慎

重な対応が求められる。 

特に日系企業にとって注意が必要となる福利厚生費の例として、次のようなものがある。 

• 住居費補助 

• 寮、社宅の供与 

• 食事補助 

• 制服の貸与等 

• 社用車の個人使用 

• 生命保険や健康保険料の会社負担分 

• 社会保険料 

• 水道、光熱費、通信費ほか 

なお、通勤手当、住居手当、食事手当などについては、一定の要件を満たせば免税となる旨が

規定されている。 

 

3. 海外からの役務提供に対する対価の取り扱い 

カンボジア国外にある企業（カンボジアに支店等の恒久的施設を有しない）から一定の役務の

提供を受け、その対価を支払う場合には、一律 14％の税率による源泉徴収が必要である。 

租税条約を締結している国においては、租税条約による免税又は税率の減免がある。 

この源泉徴収の対象となる支払いの範囲は、税法上 Compensation for Management or 

Technical Services とされているが、その具体的な定義は示されていない。何らかの技術的、

専門的知識の移転やノウハウ等の移転が伴うような役務提供が含まれるとの解釈のもと、幅広

く課税される可能性がある。 

したがって、海外親会社からの役務提供に対して対価を支払う場合は、14％の源泉徴収を行う

ことを検討すべきである。 
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4. 繰越欠損金   

 

各事業年度において生じた欠損金の金額は、原則としてその事業年度の翌事業年度以降 5年間

にわたり繰越控除が可能である。 

ただし、ここで注意が必要となるのが、そもそも決算書上、損失を計上することとなった原因

にある。 

税法上は、11条において Allowable Deductionを定め、さらに 19条において Not Allowed as 

Deductionとして非控除性費用を定めている。 

11条 1においては、「事業の遂行に必要な費用」と規定されており、事業に関連性のない支出

については、税務上控除対象外としている。特に 11条の 2の規定では、関係会社、関連者に支

払った報酬等の対価の額が、その役務提供の内容に対して合理的であることが証明できるもの

について費用として控除が可能とされている。 

これは言い換えれば、合理的でないと認定されると税務上は費用として認められないこととな

り、その結果として繰越欠損金の額が減額されることとなる。 

いずれにしても 11条 1及び 2については、その解釈の範囲が明確ではないことから、損金算入

の判断を行うに当たり、事業関連性に注意を払う必要がある。 

 

5. 税務コンプライアンス  

 

税務コンプライアンスに関する状況に応じて、納税者がゴールド、シルバー、ブロンズの 3種

類に分類される。区分に応じて、以下の恩恵が受けられる。 

 

• ゴールドステータス： 

・ 証明書：2年間有効の税務コンプライアンス証明書の付与 

・ VAT還付：5億リエル（約 USD 125,000）未満の場合、事前の調査無し 

・ 税務調査：原則、Limited audit及び Desk audit無し 

 

• シルバーステータス： 

・ 証明書：2年間有効の税務コンプライアンス証明書の付与 

・ VAT還付：2億リエル（約 USD 50,000）未満の場合、事前の調査無し 

・ 税務調査：原則、Desk audit 無し 

 

• ブロンズステータス： 

・ 証明書：2年間有効の税務コンプライアンス証明書の付与 

 

また、上記の他、GDTの口頭説明によると、ゴールドの場合はミニマム税が免税になるとされ

ている。 
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本資料は、一般に信頼できると思われるデータ・情報に基づいて作成されたものです。また、記載

する見解や評価は記載時点のもので、将来、変更となる可能性があります。 

具体的な案件につきましては、会計士、税理士、弁護士等の専門家と十分にご相談下さいますよう

御願い致します。 

本資料は、カンボジア日本人商工会会員企業の参考資料の目的でのみご利用いただきたく、会員企

業以外の第三者に対して、本資料の全部ないしは一部を引用、複写、転送、開示されることは御遠

慮頂きますよう御願い致します。 
 

カンボジア日本人商工会 税制委員会 


