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要約
財務省より、2014 年 8 月 6 日付の Circular No.
103/2014/TT-BTC (Circular 103) が発行され、Circular No.
60/2012/TT-BTC が差替えとなり、外国契約者税に関するガ
イダンスが提供されています。
Circular 103 の重要な変更点は以下になります。
課税対象範囲の拡大


外国契約者が、ベトナムにて商品及びサービスの提供を行う場合



外国契約者が、ベトナム企業及び個人を通して契約の締結を行う場合



外国契約者が、ベトナムにて商品の輸入、輸出及び販売の権利を有する場合



外国契約者が、ベトナム国内にて商品の配送を行う場合

課税対象外範囲の拡大


外国契約者が、保税倉庫を使用する場合、国際物流に ICD（内陸倉庫）を使用する場
合



外国契約者が、製品保証契約と伴に商品を販売する場合（ただし、ベトナムにおいて
他のサービスを提供する場合を除く。）

直接法


ベトナムから外国へ国際貨物の輸送を共有している場合は、ベトナムにて FCT が課
税されます。



石油掘削事業は VAT10%の対象となります。（以前は７%）



他の事業活動は VAT２%の対象となります。（以前は３%）



契約内容の内訳の把握が可能な場合、原材料の取り扱いを行う建設業者に対する
FCT の取り扱いが変更となります。
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財務省より、2014 年 8 月 6 日付の Circular No. 103/2014/TTBTC (Circular 103) が発行され、Circular No. 60/2012/TT-BTC
を差替えとなり、外国契約者がベトナムにおいてビジネスを行う
場合又は収益を得る場合に対する納税義務についてのガイダンス
が提供されています。
Circular 103 が 2014 年 10 月 1 日より発効となり、重要の変更点は以下の通りです。

課税対象の範囲
Circular 103 にて以下の通り、課税対象範囲が拡大しました。
►

ベトナムにて商品の販売及びサービスの提供の一部もしくは全てを実施する外国企業（ベトナムに
てこれら活動を行うために、ベトナムの会社に委託する場合も含む。）が、以下の条件に１つでも
該当する場合：
►
►

►

商品の所有権を保持し続けている場合。
配送した商品及サービスの品質に対する責任、配送費用、広告費用、マーケティング費用などを
負担する場合。
販売価格、サービス料金の決定権限を持つ場合。

►

外国契約者が、ベトナム企業もしくは個人を通して契約の締結を行う場合

►

外国契約者が、ベトナムにおいて商品の輸入、輸出及び配送の権利を有し、輸出もしくはベトナム
の業者に販売する場合

►

ベトナムの地域以内に引き渡す時点まで売り手が責任を負うというインコタームズの国際規則の条
件に基づいて商品を配達する場合（以前はDDP,DAP、DATの条件のみに制限する）

課税対象外の範囲
Circular 103 にて以下の通り、課税対象外範囲が拡大されました。
►

外国契約者が、商品の国際輸送のサポートの場合、保管をする場合、商品の保管目的もしくは他の
企業に加工を委託する目的の場合に保税倉庫もしくは IDC（内陸倉庫）を使用する場合。
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►

外国契約者が、販売者としての責任及び義務として、保証条件契約を含む商品を販売する場合（国
境における引渡条件及び他のサービスを含まないという条件を満たす必要があります。）

申告方式（旧規定による控除/申告方法）

►

現行の規定に加えて、Circular 103 により、申告方式を適用するためには、外国契約者は税番を取
得するために税務登録を行う必要があります。

►

外国契約者が、石油探査・調査・採掘の事業を行うために商品もしくはサービスを提供している場
合、税番を取得するまで仕入 VAT の控除は認められません。税番が発行されるまでに外国契約者へ
の支払が発生する場合、ベトナム企業は当該の VAT を源泉徴収する必要があります。

直接方式 （旧規定によるみなし方式）

►

みなし VAT 税率が公表されました。 (以前は付加価値率のみが公表されていました。)

►

ベトナムから外国への国際貨物の輸送を共有している場合の外国契約者の収益は、FCT の課税対象
となります。

►

石油掘削事業は旧規定の７％のみなし税率の代わりに、VAT 10％の対象となります。

►

材料及び機械の提供を含む建設プロジェクトの場合：契約の内訳金額が区別できる場合、別々の
FCT の税率がそれぞれの活動に適用されます。（以前は契約金総額に VAT３％、CIT２％が適用され
ていました。）

►

他の事業活動は VAT２％が適用されます。（以前は３％）

►

短期国債の取引による収益の課税所得の計算方法のガイダンスが加えられました。

►

外国契約者が、ベトナム企業から補償を受けることにより課税所得が発生する（補償額が損失額を
超える場合）場合、みなし方式もしくは実際の利益額にたいして標準の法人税率を用いて申告をす
る方式のどちかを選択することが可能です。

上記の新しい外国契約者税の規定に準拠するために、貴社においてこれら変更点による影響についてご
留意頂ければと思います。外国契約者税について、問い合わせがございましたら、ご連絡頂ければと思
います。
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