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法人所得税（法人税）
要約
►

►

►

►

特定分野で活動し、多くの労働者を
雇用する企業は 2012 年度の法人税が
30％削減される。
税金税減税措置は宝くじ、不動資
産、証券、金融、銀行、保険の分
野、特別消費税の対象に属する商
品・役務の生産分野で事業している
事業体などには適用されない。
生産・販売活動目的で、事業体の名
前、住所、税コードを明記するイン
ボイス・証票がある通話料は法人所
得税を計算する際に控除可能な費用
として認識される。事業体が一定金
額の通話料を支給する場合、労働契
約書に明記する必要がある。
生産・販売活動からの為替差益及び
会計年末に外貨建て買掛金の再評価
から生じる為替差益は2011年度の法
人税において30％減税となる。

2012 年度の法人税を 30％削減
2012 年 6 月 21 日に、国会は以下の事業体の 2012 年度の法人
税を 30％削減する決議 29/2012/QH12 を採択しました。
u
u

中小企業
農業、林業、養殖、紡績縫製、革製品、靴、電子部品など
の生産、加工分野；経済的社会的インフ ラ工事の建設に
携わり、多くの労働者（300 人以上）を雇用する企業。

税金削減措置は宝くじ、不動産業、証券、金融、銀行、保険の
分野、特別消費税の対象に属する商品・役務の提供を実施して
いる事業体、経済グループ、総公司に属する第 1 グレード、特
別グレードの事業体に適用されません。
政府は本決議の詳細施行を規定するレギュレーションを発行し
ます。

従業員に支給する通話料
税務総局の 2012 年 5 月 18 日付け Official Letter 1685/TCTCS により、従業員に支給する通話料は以下の要件を満たす場
合、法人所得税を計算する際に控除可能な所得しとして計上さ
れます。
u
u

事業体の事業活動のための通話料
事業体の名前、住所、税コードを明記するインボイス・証
票がある。

事業体は一定金額の通話料を支給する場合、その一定金額を労
働契約書に明記する必要があります。当該費用は事業体の給料
費用として見なされ、法人所得税を計算する際に控除可能な費
用になります。

為替差益に対する 2011 年度の法人税の 30%減税
税務総局の 2012 年 5 月 16 日付け Official Letter 1624/TCTCS により、事業体が所定要件を満たす場合、生産・販売活動
からの実現為替差益及び会計年度末の外貨建て買掛金の再評価
からの未実現為替差益は 2011 年度の法人税の 30％減税の対象
となります。
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付加価値税（VAT）
要約
►

►

►

►

事業体は内部使用に出庫する製品に
対してインボイスを発行するしそれ
の仮払VATを申告、控除することでき
る。
財務省は首相に対して、貸付活動よ
り得た収入に対しては（金融機関と
事業体とは区別することなく）VATを
徴収すべきではないとのOfficial
Letterを提出した。
支店が本店に商品を転送する際に、
出庫表兼内部転送表に内部転送指示
書を添付してVATインボイスを発行し
ない場合、支店は内部転送商品に対
するVATを申告する必要がない。
Ho Chi Minh市の税務当局は「事業体
が海外の顧客とサービス提供契約を
締結して、当該海外顧客が他ベトナ
ムの顧客に当該サービスを再提供す
る場合、当該事業体はベトナムに於
ける恒久的施設（PE）とみなされ、
10％のVAT税率を適用しなければなら
ない」と規定した。

内部使用のための在庫に対する付加価値税（VAT）の申告、
控除
税務総局の 2012 年 5 月 29 日付け Official Letter 1838/TCTCS は「事業体が内部使用のために在庫を出庫する場合にもア
ウトプット VAT インボイスを発行し、VAT の計算すると同時に
当該 VAT をインプット VAT として申告、控除することできる」
と再確認しました。

ローン利息に対する VAT
既存の規則により、非金融組織に支払うローン利息は VAT 課税
の対象に属します。しかし、税務総局の 2012 年 6 月 13 日付け
Official Letter 2002/TCT-DNL により、財務省は政府首相に
検討用 2012 年 05 月 12 日付 Official Letter 6812/BTC-TCT を
提出しました。それにより、組織・個人（金融機関と事業体と
は区別しない）の貸付活動より収得した収入に対しては VAT を
徴収しない旨の検討を要求しております。首相の指導を得た後
に、財務省より詳細なガイドラインが発行されます。

内部転送商品に対する VAT
税務総局の 2012 年 4 月 23 日付け Official Letter 1373/TCTCS により、支店が本店に商品を転送する際に、出庫表兼内部
転送表に内部転送指示書を添付して VAT インボイスを発行しな
い場合、支店は内部転送商品に対する VAT を申告する必要がご
ざいません。

輸出サービスに対する VAT
2012 年 6 月 27 日に、Ho Chi Minh 市の税務当局は Official
Letter 4918/CT-TTHT にて、下記事項を規定しました。
事業体が海外の顧客とサービス提供契約（コンサルタント、研
究及び書類準備など）を締結する場合、該当サービスからの売
上は 0％VAT 税率を適用できます（VAT に関する財務省の
Circular 06/2012/ＴＴ-BTC の第 9 条、2b 項に規定する輸出サ
ービスに対する 0％税率適用要件を満たす場合）。
但し、事業体が海外の顧客とサービス提供契約を締結して、当
該海外顧客が他のベトナムの顧客に当該サービスを再提供する
場合、当該事業体はベトナムに於ける恒久的施設（PE）とみな
され、10％の VAT 税率を適用しなければなりません。
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外国契約者税（FCT）
要約

ローン利息に対する VAT
借入金の利息にかかる VAT

►

►

みなし法に基づきFCTを納税する海外
組織に支払われる借入利息は
VAT5％、法人税5％の外国契約者税が
課税されます。
2012年7月1日より税務当局は外国契
約者の代わりに外国契約者税を納付
するベトナム法人に10桁税コードを
発行するのみとし、Circular
84/2012/TT-BTCに規定する外国契約
者への13桁の税コードの発行を撤廃
します。

Ho Chi Minh 市の税務当局の 2012 年 6 月 27 日付け Official
Letter 4927/CT-TTHT により、みなし法によって FCT を納税す
る海外事業体に支払われる借入利息は VAT5％及び、法人税 5％
の外国契約者税の対象となります。
ただし、財務省が政府首相に対して、貸付活動により収得した
収入に対しては VAT を徴収すべきではないと提案をしているこ
とに留意が必要です。
この提案に関する回答はまだ得られておりません。

外国契約者に対する税コード発行の撤廃
Circular 80/2012/TT-BTC によって、2012 年 7 月 1 日より税務
当局は外国契約者税を代行納付するベトナム法人に対してのみ
10 桁の税コードを発行し、Circular 84/2012/TT-BTC によって
規定されていた外国契約者へ発行する 13 桁税コードの発行を
撤廃致しました。
ベトナム法人は 10 桁税コードを使用して、外国契約者、請負
業者の FCT を申告納税します。外国契約者の代行に税金を確定
申告或いは納税した金額を確認する必要がある際には、ベトナ
ム法人は請負契約書及び関連書類を税務当局に提供する必要が
あります。
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のスタッフ、顧客、それにより広範な地域
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ます。
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客の目標達成を支援することにより、全ての顧客
に対する最高峰の品質の専門業務を提供すること
に専念してまいりました。その一方で、弊社と社
員の成長願望を実現し、弊社が奉仕する地域社会
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テッドのメンバーファームからなるグロー
バルネットワークを指しています。個々の
組織は分離独立した法人組織となっていま
す。また、アーンスト・アンド・ヤング・
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のではありません。Ernst & Young Vietnam
Limited、あるいはアーンスト・アンド・ヤング
のグローバルネットワークを構成するその他メン
バーファームのいずれも、本書の発行内容に依拠
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ついて一切責任を負いません。具体的な事項に関
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