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要点
►

►

►

株式で支払われた配当
については、法人所得
税の課税対象となりま
せん。
経済区域に支店を開設
する新規投資プロジェ
クトについては、
Decree 218/2013/NDCP に基づく優遇措置を
受けられます（条件
付）。
ベトナム企業が元請契
約者と下請契約者のそ
れぞれの契約額の差額
について、その作業内
容を具体的に説明でき
ない場合は、その差額
は損金として認められ
ません。

要点
►

購入者が販売促進用の
商品に対する売上VAT
のインボイスを受け取
る場合、仕入VATとし
て申告もしくは売上
VATから控除すること
は出来ません。
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法人所得税 (“CIT”)
配当所得について
2014 年 3 月 17 日付の Official Letter 857/TCT-CS によりますと、
株式で支払われた配当については、法人所得税の課税対象となりま
せん。ただし、この株式を売却する場合には、課税対象取引となり、
法人所得税を支払う必要があります。その際の売却原価は、株式を
配当として取得した際の価額となります。

法人所得税の優遇措置について
2014 年 3 月 10 日付の Official Letter 733/TCT-CS によりますと、
首相の決定により認められた経済区域に支店を開設する新規投資プ
ロジェクト案件については、Decree 218/2013/ND-CP に基づく優遇
措置を受けることができます。

外国企業との契約に関する損金不算入費用
2014 年 3 月 11 日付の Official Letter 756/TCT-CS によりますと、
ベトナム企業が業務を依頼した外国の元請契約者との契約額から、
その下請契約者の契約額を控除した後の残額について、その作業内
容を具体的に説明できない場合、その残額は損金として認められま
せん。

付加価値税 (“VAT”)
販売促進用商品に関する付加価値税の控除について
2014 年 3 月 10 日付の Official Letter 717/TCT-CS によりますと、
販売促進の為に販売者が購入者に譲渡した物品について VAT インボ
イスを発行したが、購入者がその物品に対する VAT を支払っていな
い場合には、購入者はその購入に対する VAT を仕入 VAT として申告
もしくは売上 VAT から控除することは出来ません。
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外国契約者税 (“FCT”)
要点
►

Import on the spot取引
における輸入品に関し
て既に輸入時にVATを
申告・納税した場合、
FCTに含まれるVATは支
払う必要はありませ
ん。

►

外国契約者の課税対象
額には契約を解除した
作業に関する金額は含
まれません。

►

元請契約者の課税所得
には、下請契約者に依
頼した下請業務分は含
まれません。（条件
付）

►

外国契約者の課税対象
額には、外国人労働者
に関して支払った各種
費用と個人所得税が含
まれています。

Import on the spot 取引の輸入品に対する付加価値税について
2014 年 3 月 24 日付の Official Letter 951/TCT-CS によりますと、
Import on the spot 取引（物品がベトナム国内の 2 社間で直接輸送さ
れるものの、商流としては一度海外の企業を経由する取引）におけ
る輸入品について、FCT に含まれる VAT 部分について既に輸入時に
VAT を納めている場合、再度納税をする必要はないとしています。
この場合は、納税者は既に VAT を納税済みであることを証明する書
類を提出する必要があります。

外国契約者との契約の解除について
2014 年 3 月 10 日付の Official Letter 715/TCT-CS によりますと、
ベトナム企業と外国契約者が、既に締結済みの契約の一部を解除す
る為に覚書を結んだ場合は、外国契約者の課税対象額には、解除し
た作業に関する部分は含まれません。

課税所得の控除 について
2014 年 3 月 12 日付の Official Letter 764/TCT-KK によりますと、
ハイブリッド法を採用している外国契約者の課税対象額については、
海外の下請契約者又はベトナムの下請契約者に依頼した作業に対す
る部分については含まれないとしています。

外国契約者の課税所得について
2014 年 3 月 13 日付の Official Letter 812/TCT-TNCN によりますと、
外国契約者の課税対象額には、その契約に従い業務を提供している
外国人のためにベトナム企業が代わりに支払った保険料、救急搬送
費、住居費、ビザ発行手数料及び個人所得税も含まれるとしていま
す。
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