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※本ニュースレターは、英文ニュースレターの翻訳版です。
日本語訳と原文（英文）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。

税関在庫期末申告書（Customs Inventory Finalization Report）に関するガイダンス
今般、ベトナム財務省および税関総局（ General

行う体制を整備するよう求めている。また企業は、

Department of Customs）は、税関在庫期末申告

（a）倉庫、（b）経理および（c）輸出入の 3 部門の

書（Customs Inventory Finalization Report）に関

データを突合し、申告書の数字が会計帳簿および

す る ガ イ ダ ン ス を 規 定 す る Official Letter

社内システム上のデータと一致し、これら 3 部門間

No.18195/BTC-TCHQ（2015 年 12 月 8 日付）、

で相違が生じないようにしなければならない。

Official Letter No.1171/TCHQ-GSQL（2016 年 2
月

17

日 付 ） お よ び

Official

Letter

No.1501/TCHQ-GSQL（2016 年 2 月 29 日付）を地

1)

輸出品の加工



勘定科目 152 および 155 に該当する材料、工

方税関宛に発行した。主要ポイントは以下のとおり

具および製品について記録する台帳を作成し、

である。

報告する

(1)

税関在庫期末申告書（以下「申告書」）の提出



きる。量を基準に報告する場合は在庫量を記

が必要な場合


輸出品の加工を行っている



関税の還付・免除を申請せずに輸出品を製造
している。関税の還付・免除申請書を提出して
いる場合は不要（2015 年 11 月 1 日付の
Official Letter 16120/BTC-TCHQ に記載のと

録するシステムが、価格を基準に報告する場
合は在庫額を記録するシステムがなければな
らない
2)

輸出品の製造



申告対象は勘定科目 152 および 155 につい
てのみであり、勘定科目 154 の半製品を原材

おり）


(2)

量または価格のいずれかで報告することがで

料に区分して報告する必要はない。ただし、事

輸出品の製造および加工を行っている輸出加

後調査中に税関当局から要請があった場合、

工企業（Export-Processing Enterprise：以下

企業は、その他関連科目（勘定科目 151、154、

「EPE」）

621、631、632 等）についてデータを提示し、
説明しなければならない

申告内容


税関総局は、企業が申告書作成を円滑に行うため、

EPE は、ベトナム国内で購入した物品も輸入
原材料に含めて報告する

関係部門間（倉庫、経理、輸出入等）で情報交換を
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申告書上、輸入原材料の価格は会計帳簿上
の取得原価を報告する。インボイス（税関申告
書）上の購入価格だけでなく輸入時に課され
た税金および手数料、原材料の倉庫輸送に直
接関係する費用、調達に直接関係する費用お
よび標準使用量内の自然廃棄率（該当する場
合）も含まれる。仕入付加価値税が控除され
る場合、当該税額は報告額には含めない



申告書上、製品価格とは、輸入原材料から製
造された製品の価格を意味する。勘定科目
155 の数字を指す



輸出から国内販売に変更された場合、その国
内売上高は輸入原材料および製品に係る出
荷データに含まれる

(3)

提出と受付



申告書の提出期限は事業年度末日から 90 日
以内である



オンラインシステムがない場合は、輸入手続
が行われた税関または輸出加工企業の担当
税関に書面で提出する



申告書受領時、税関当局は企業にそれ以外
の書類の提出を求めてはならない

(4)

申告書の調査



以下の場合は申告書の調査が行われる


初回提出時



申告書の内容が税関当局のシステム上の
データと著しく相違する場合



関税の還付・免除の決定通知発行後には
企業を訪問して実地調査が行われる



リスク管理および法令遵守の評価に関す
る調査



優先企業の申告書に関する調査は、財務省
の規定に基づいて行われる
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