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ベトナム人従業員による海外の株式報酬制度への参加が可能に
2016 年 8 月 13 日より発効する 2016 年 6 月 29 日付ベトナム国家銀行（State Bank of Vietnam：SBV）通達第
10/2016/TT-NHNN 号（通達第 10 号）では、海外間接投資について定めた 2015 年 12 月 31 日付政令第
135/2015/ND-CP 号の一部の内容についてガイダンスを提供しています。当該通達により、ベトナム所在の外国企
業で勤務するベトナム人従業員は、当該通達に定められた一定の条件の充足を前提として、海外の株式報酬制度へ
の参加を通じた海外間接投資が認められます。
► 証券法 の実施ガイダンスを定めた 2012 年 7 月 20 日付政令第 58/2012/ND-CP 号では、ベトナム人従
業員は、授与された株式に関連する権利の行使が、ベトナムにおける外国為替管理規制に適合する限り、海
外の株式報酬制度への参加が認められると定めています。
ただし、外国為替管理規制により、株式購入を目的とするベトナム人個人によるベトナム国外への資金送金
は制限されています。このため、ベトナム人個人は、国外への資金送金を必要としない海外の株式報酬制度
にのみ参加可能と解釈されていました。
► 通達第 10 号が発出されたことにより、外国企業に勤務するベトナム人従業員は、今後、以下を条件として、
国外への資金送金を伴う海外の株式報酬制度への参加が認められます。
-

当該ベトナム企業は、株式報酬制度の実施に先立ち、SBV に登録し承認を得ること

-

国内資金送金（株式及び／又は株式オプションの売却による収益、配当およびその他の適法な所得）
又は国外資金送金（株式購入のための送金など）はすべて、当該ベトナム企業がベトナム国内の銀行
に開設した銀行口座を通じて行うこと

► ベトナム企業は、海外の株式報酬制度の実施状況を四半期ごとに SBV へ報告する必要があります。当該報告で
は、当該制度に参加するベトナム国民の人数、授与された株式及びオプションの売却状況、オプションの行使状況
など、主な事項を記載する必要があります。当該報告は、各四半期末の翌月 20 日までに提出しなければなりませ
ん。
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