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要約
法人所得税（CIT） – Circular 78/2014/TT-BTC (2014 年 8 月 2
日より有効、2014 税務年度から適用)
課税所得
►

不動産の譲渡、投資プロジェクトの譲渡、投資プロジェクトの持分の譲渡による損失は、主
な事業活動による収益と相殺することが可能です。

►

2013年以前に発生した上記の事業による繰越欠損金が、2014年においても残っている場合、
当該事業活動の収益から相殺することが可能です。

►

倒産後の不動産の譲渡による利益は、事業活動による損失と相殺することが可能です。

損金算入費用
►

２千万ドン以上の金額を現金以外の方法で支払う場合、損金算入費用として認められるため
には、取引に関する証憑が必要です。

►

9席以下の車両を廃棄するために、その帳簿価格を計算する場合には、ベトナム会計基準に
従って計算された減価償却累計額を使用することが認められます

►

税務署へ材料の標準消費量を登録する必要はなくなりました。

►

給与の未払額が、期末日から６ヶ月以内に使用されず残る場合、当該の費用を減少させる必
要があります。

►

飛行機の搭乗券の半券は、損金算入費用として認められるための重要な条件にはなりませ
ん。

►

損金算入費用が認められる従業員への任意保険及び積立金の費用の上限は100万ドン/人/月と
なります。

►

取引先への贈答品に対する費用は宣伝広告費用に含められることになりました。

►

販売活動により広告宣伝として使用される物品の原価には、購入代価、輸入関税、特別消費
税及び環境保護税が含まれます。

►

固定資産の初期投資時に発生した為替差損益は５年間以内に割当て計上されます。

►

カジノ及び賞品付きのゲームに関する管理費は売上高の4%が上限となります。

►

契約書に基づき外国契約者及び個人に代わりに負担・納税した法人税及び個人所得税の金額
は損金算入費用と認められます。
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税率
►

法人税率は、2014年1月1日より22%、2016年1月1日より20%となります。

►

会計年度が暦年ではない場合、暦年に基づき課税所得を割り当てて法人税を計算します。

資本持分の譲渡
►

資本持分の売却に関する所得を計算する際、その当初の資本取得に対する借入利子は、売却
原価に含まれます。

不動産の譲渡
►

前受金、宣伝広告費、マーケティング費、販売促進費は不動産を譲渡した年度に計上される
ことになります。

優遇税制
►

会計帳簿にて各事業の収益と費用を区別できない場合、収益又は損金算入費用の割合に基づ
いて、法人税の計算のために収益及び費用を按分して計算します。

►

2014年1月1日の以前に投資ライセンス又は投資証明書を取得した新規プロジェクトで、いま
だ投資中のプロセスであり、事業活動を開始しておらず、収益が発生してない状況で、投資
ライセンスの修正を受ける場合、このCircularに規定される優遇税制が適用されることにな
ります。

►

事業拡張：
►

►

►

事業拡張プロジェクトはDecree 218/2013 に規定する奨励分野、奨励地域において又は
規定されている条件の３つの中の１つの条件でも満たす場合は、法人税の優遇税制を受
けるための２選択肢の中から選ぶことが可能です。
事業拡張プロジェクトはDecree 218/2013 に規定する奨励分野、奨励地域において、規
定されている条件の３つのうち、１つでも条件を満たさない場合は、進行中のプロジェ
クトに関する優遇税制を適用することになります。
事業拡張プロジェクトがDecree 218/2013 に規定する奨励分野、奨励地域にない場合
は、優遇税制を受けられません。

有効
►

2014年1月1日の以前の事業拡張プロジェクトは2014年1月1日以降に実行され、収益が発生
する場合は、このCircularに規定される優遇税制を受けることができます。
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法人所得税 (CIT)

2014 年 6 月 18 日付の Circular 78/2014/TT-BTC が最近になり発行され、2013 年 12 月 26 日付の
Decree 218/2013/ND-CP に規定されている法人所得税法の実施に関する具体的なガイダンスが提供
されています。この Circular は 2014 年 8 月 2 日より発効され、2014 年度から適用されます。重要
な変更点は以下のとおりです。

課税所得
►

不動産の譲渡、投資プロジェクトの譲渡、投資プロジェクトの持分の譲渡（天然資源の探検、
探査の活動を除く）により発生する損失は、主な事業活動による収益（その他収益も含む）と
相殺することが可能です。

►

2013 年以前の不動産の譲渡、投資プロジェクトの譲渡、投資プロジェクトの持分の譲渡（天
然資源の探検、探査の活動を除く）による発生した繰越欠損金は、不動産の譲渡、投資プロジ
ェクトの譲渡、投資プロジェクトの持分の譲渡により発生する収益と相殺する必要があります。
全て相殺出来ない場合、残りの損失は 2014 年度の主な事業活動による収益と相殺することが
可能です。

►

企業を倒産する際には、倒産決定書が発行された後、企業の固定資産として不動産を譲渡する場合、当
該利益は不動産が譲渡された税務年度に発生した事業活動による損金（前期から繰越欠損金も含める）
と相殺することが可能です。

►

贈答品としてのサービス・商品に対する課税所得は、贈答品を渡す時点における市場での同様のサービ
ス・商品の販売価額に基づいて価格を確定するという規定が削除されました。

損金算入費用
►

現金以外の方法による支払：: 現金以外の方法にて2千万ドン以上の金額（VAT含む）の支払いを
行った場合、その支払いが損金算入費用として認められるためには、適正に支払ったことを示
す証憑が必要です。.Circular 78/2014により、現金以外の方法による支払いが、実際になされ
ていない場合においても、費用として計上されていれば、損金算入費用として認められます。
しかしながら、現金以外の方法にて支払うことを示す資料がない場合は、損金算入費用から除
外されます。

►

9席以下の車両を廃棄する際の帳簿価額：Circular 78/2014により、9席以下の車両を廃棄する
場合には、帳簿価額は固定資産の取得原価から、ベトナム会計基準に従って計算された減価償
却累計額を控除した金額となります。

►

標準材料消費量：Circular 78/2014 により、税務署へ標準材料消費量を登録する必要はなくな
りました。この結果、標準材料消費量は、自社で計算し、保存することになります。
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►

家庭及び個人から商品・サービスを購入する場合（農産物、手工業製品、廃棄物を除く）：
購入額が 1 億ドン/年間 以下で、規定されている購入商品・サービスの一覧を用意できる場合
は、当該の費用が損金算入費用と認められます。

►

未払給与：未払給与が期末日から６ヶ月以内に（以前の規定は 12 ヶ月）使用されなかった場
合、次年度に備え当該の費用を減少させる必要があります。

►

飛行機の半券：飛行機の半券の保存は、損金算入費用が認められるための重要な条件になりま
せん。代わりに、電子のチケット、出張の決定書、現金以外の方法にて支払った証憑などを準
備する必要があります。

►

従業員のための任意保険及び積立金の料金：Circular 78/2014 により、従業員のために納付し
た生命保険料及び積立金の費用は損金算入費用として認められますが、損金費用として認めら
れる上限は一人あたり月額 100 万ドン（約 50 ドル）となります。それ以上の金額は損金とし
て認められません。

►

宣伝広告費用：贈答品として取引先に提供される商品やサービスに関する費用は宣伝広告費に
含められることになりました。Circular 78/2014 により、販売活動目的により広告宣伝として
使用される物品の原価には、購入代価、輸入関税、特別消費税及び環境保護税が含まれます。

►

為替差損益：固定資産の初期投資に発生した為替差損益は会計帳簿とは別に記録し、投資の開
始から 5 年間以内に財務収益/費用として割り当てて計上します。

►

カジノ及び賞品付きのゲームに関する管理費：Circular 78/2014 により、カジノ及び賞品付き
のゲームに関する管理費は、売上高の4%が上限とされます。

►

外国契約者税（FCT）、個人所得税（PIT）：Circular 78/2014 により、契約書に基づき外国契
約者及び個人に代わりに負担・納税した法人税及び個人所得税の金額は損金算入費用と認めら
れます。

繰越欠損金
►

前期からの繰越欠損金は、関連する期間の免税額を差し引いた所得から相殺することになりま
す。

税率
►

法人税率は、2014年1月1日より 22%となります。（2016年1月1日より20%.）

►

会計年度が暦年ではない場合、暦年を基準として、課税所得を按分計算し、暦年に割り当てて
計上します。例えば、暦年で2014年の期間に発生する所得については22%を適用することに
なります。
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資本持分の譲渡
資本持分の売却に関する所得を計算する際、その当初の資本取得に対する借入利子は、売却原
価に含まれます。

►

不動産の譲渡
不動産会社が、工事の進行に応じて顧客から前受金を受け取る場合、その前受金は法人税の対
象となります。販売前の段階で発生した宣伝広告費、マーケティング費、販売促進費は、前受
金を受け取った年度ではなく、不動産を譲渡した年度に計上されることになります。

►

優遇税制
►

収益/費用の割当：いくつかの事業を会社が行っており、会計帳簿において各事業の収益と費用
が区分できない場合は、優遇税制対象となる法人税の計算のために、収益の割合又は損金算入
費用の割合に基づいて、収益及び費用を按分計算します。

►

新規プロジェクト：2014年1月1日の以前に投資ライセンス又は投資証明書を取得した新規プロ
ジェクトで、いまだ投資中であり、事業活動を開始せず収益が発生してない状況で、投資証明
の修正を行う場合は、このCircularに規定される優遇税制を適用されることになります。

►

事業拡張に対する優遇税制：
►

►

►

事業拡張プロジェクトはDecree 218/2013 に規定する奨励分野、奨励地域において、また
は規定されている条件の３つのうち（固定資産原価の価値、固定資産原価の比率、追加の
キャパシティー）、１つでも条件を満たす場合は、(i)進行中のプロジェクトに対して残り
の期間のみ優遇税制を適用するか（ii）同様の分野、地域における新規プロジェクトと同じ
期間の間、事業拡張による所得の増加分に対して優遇税制を受けるかという２つの選択肢
から選ぶことが可能です。
事業拡張プロジェクトはDecree 218/2013 に規定する奨励分野、奨励地域において、規定
されている３つの条件のうち、１つでも満たさない場合は、進行中のプロジェクトに関す
る優遇税制が適用されることになります。
事業拡張プロジェクトはDecree 218/2013 に規定する奨励分野、奨励地域ではない場合、
優遇税制は受けることはできません。

事業拡張に関する収益が個別に把握できない場合、（i） 事業拡張のために使用する固定資
産の価値と実際に事業に使用されている固定資産総額との比率、又は(ii) 拡張に関する投資
金額と実際に業務において使用されている投資総額の比率という２方法のうち、１つの方
法に基づき、計算することが可能です。

有効
►

2014年1月1日の以前の事業拡張プロジェクトで、2014年1月1日以降に収益が発生する場合、
Decree 218/2013 に規定する奨励分野、奨励地域においてのプロジェクトは、このCircularに規
定される優遇税制を受けることができます。
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