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要約
新しい移転価格の申告様式（Form03-7/TNDN）が公表されました。
現行のCircular66 の規定の下、移転価格に関する開示項目が増加しました。
s
財務省は、移転価格に関する新しい税務申告様式（Form-03）を公表しました。
このForm-03 は、2014年度の課税年度より適用されます。これにより、今後は毎年ベンチ
マーク分析を実施する必要があります。
また、財務省は、従来とは異なる産業に対して移転価格の税務調査を増加させていく意向
を示しています。
2014年度の上半期は、557社に対して移転価格の税務調査の対象となり、移転価格に関す
る税務調整の指摘がなされました。
結論として、納税者は今後、移転価格に関する法令遵守がより求められています。

移転価格に関する新しい申告様式（Form-03）
財務省より、移転価格に関する新しい申告様式 Form 03-7/TNDN（Form01 より変更）が公
表され、2014 年度の課税年度より適用されます。
納税者は、毎年ベンチマーク分析を実施する必要があります。これは、実際の移転価格が
ベンチマーク分析の結果と毎年比較できるようにするためです。そして、差額が生じてい
る場合は、開示する必要があります。この分析を実施しない場合は、移転価格の税務調整
がなされ、罰則を支払わなければならない可能性が高くなります。
繰り返しになりますが、ベンチマーク分析は、年度の法人所得税の申告を行う前に実施し
なければなりません。これは、Form-03 の中で移転価格とベンチマーク分析の差額を表示
する必要があるためです。
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移転価格に関する税務調査の増加
新しい申告様式 Form-03 と伴に移転価格の税務調査の結果に関する情報が公表されました。
税務総局（GDT）は、2014 年の上半期において、リスクが高いと思われる企業合計 557 社
に対して税務調査を実施しました。その結果、5,793 億 VND（約 28 億 9,600 万円）の追徴
を行い、合計 1 兆 5,172 億 VND（約 75 億 8,600 万円）の損失について否認をしました。
近年は、ベトナムの税務当局は、衣料、靴、軽工業などの特定の業界について集中的に移
転価格の税務調査を実施する傾向にありました。しかし、2014 年以降は、税務当局は移転
価格の税務調査を他の産業や業種に対し、より広範に実施するという意向を表明していま
す。

傾向と対策
Form-03 の導入により、移転価格制度をより遵守することが求められます。移転価格制度
を遵守しているという責任は納税者にあり、それを立証するためにはベンチマーク分析を
含む最新方法による文書化が必要となります。
税務当局は、Form-03 を導入することで企業情報をより収集し易くし、税務調査を行うべ
き対象会社をより容易に選定することが可能になります。
また、より厳密な文書化の要求は、納税者が規則に従っていない事を理由にして罰則を課
す事や、税務額の調整を実施することを容易にさせます。
Form-03 が発行されたことで、納税者は、移転価格に関する法令に遵守し、将来の税務調
査に対応できるか検討する必要があります。
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