タックスアラート
税法の改正
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2014 年 11 月 26 日付けで、国民議会は、多数の税法の修正及び補足について承認をしま
した。今回の国民会議が終わり次第、正式な税法が発効されます。
承認された重要な変更点について、以下の通りお知らせ致します。
►

広告宣伝費及び販売促進費に関する法人税の計算における損金不算入限度額の 15%
の上限基準が撤廃されました。
この変更は、ベトナムの各企業において長い間、待ちわびていた改正となります。

►

裾野産業及び優遇製品（情報技術に関する製品、機械産業など）に適用する優遇税
制が導入されました。

►

不動産の譲渡及び株式の譲渡より発生した所得に対する個人所得税の税率は、利益
ではなく、譲渡価格の 2%及び 0.1%となります。

►

個人の事業所得が年間 1 億ドン以上の場合、累進税率ではなく、固定の税率で一律
課税されます。

►

タバコ及びビールなどの特定の物品及びサービスに適用される特別売上税
（Special sales tax）の税率が上がります。

►

税務に関する事務負担が更に軽減されました（確定申告書に添付するインボイスの
リストが不要、関係書類の提供義務の軽減など）。これは、税務に関する事務負担
の軽減を行うという政府の目標に従い実施されます。

特別売上税（Special sales tax）に関する 2016 年 1 月 1 日からの適用を除き、他の変更
については、2015 年 1 月 1 日から適用になります。

次回のタックスアップデートに上記の変更の詳細について記載致します。
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