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ベトナムにおける租税条約濫用防
止規定の草案
要約
ベトナム政府は、最近初めて、租税回避防止規定を導入した通
達の草案を発表しました。
この防止規定は、アジア太平洋州での近年のトレンドに概ね準
じています。この通達の草案は、基本的に居住や特典の享受に
ついては、OECD モデル条約の定義を踏襲しており、かつベト
ナム租税ポリシーにより沿った形に修正されております。また
条約上の特典の利用についての手続きも明記されています。
加えてこの通達草案では、次のような租税回避防止規定が含ま
れています。

•
•
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詳細な考察
この通達の適用について

•

この通達が適用されるのは、税務上のベトナム居住者、ま
たは、その相手国居住者である。

•

この通達では、租税条約と国内法の取り扱いに相違がある
場合は、租税条約が優先されることとなっている。

•

また、この通達では、還付の請求または以前の支払に対し
て条約の特典を申請する場合は、過去 3 年の制限を設けら
れています。

租税回避防止規定
この通達は、租税回避防止規定を初めて導入することで、条
約上の特典の濫用を防止することを目的にしています。以下
の記載があります。

•

条約上の特典を享受することが目的の取引及び契約は、こ
の通達では、租税回避であるとみなされます。どのように
取引及び契約が租税回避が主な目的であるかどうか判断す
るかに関するガイドラインは提示されていません。

•

この通達では、受益権者の決定に関して基本的に“実質
優先の原則”の採用を提案しており、次のような 7 つ
の事例では受益権者のステータスが否認されるとしてい
ます。

•

申請者は、利益を受取ってから 12 ヶ月以内に利
益を第 3 国に配分する。

•

申請者は、資産から収入を得る以外に、特段のビ
ジネス行為をしていない。

•

申請者がビジネスをしているとしても、資産やビ
ジネスの規模従業員の数が、受取る利益の額と見
合わない。

•

申請者は、資産や収入将来見込まれる収入にかん
してコントロールや権限がなく、ローリスクな投
資となっている。

•

申請者には、バックツーバックローン契約、ロイ
ヤリティーまたはテクニカルサービス契約が第 3
者との間で存在する。

•

申請者は、課税の軽い地域及び課税のまったくな
い地域の居住者である。

•

申請者には、条約濫用を目的として会社を設立し
ている。

インパクト
この通達草案は、アジア太平洋州の現在のトレンドに準ずる
タイムリーな動きであるとともに、租税条約を利用した租税
回避を、国をあげて防止する税務当局の姿勢がうかがえるも
のです。
納税者は、条約の救済がベトナムへの投資形態に一部でも関
係している場合は、この通達草案によってリスクが生じるの
かどうかを再検討する必要があります。

October 2013

Tax Alert | Page 2

お問い合わせ先
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