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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。
Circular No.25/2018/TT-BTC（2018 年 3 月 16 日付）の公表 : VAT、CIT 及び PIT に関する多くの新規定につい
てのガイドライン
1.

VAT、CIT 及び PIT に関する多くの新規定に関す
るガイドラインを定める Circular No.25/2018/TTBTC

品仕様及び製造プロセスを再調査することを要請し
ている。
2)

物品及びサービスの輸出に係る税金の還付

ベトナム財務省（Ministry of Finance）は、先般、2017
年 12 月 15 日付 Decree No.146/2017/ND-CP（以下
「Decree 146」）並びに 2014 年 6 月 18 日付 Circular
No.78/2014/TT-BTC 及び 2013 年 8 月 15 日付
Circular No.111/2013/TT-BTC の各条文の改正及び補
足に関するガイドラインを定めるものとして、2018 年 3
月 16 日付で Circular No.25/2018/TT-BTC（以下
「Circular 25」）を発表した。

Circular 25 は、輸入された後に保税地域において輸
出される物品に係る VAT 還付について詳細なガイダ
ンスを定めている。

主な改正内容は、以下のとおりである。

(2)

(1)

付加価値税（以下「VAT」）

1)

VAT 対象外の物品及びサービス

しかし、Decree No.146 発効前に生じる、輸入された
後に輸出される物品の仕入 VAT（インプット VAT）の
取扱いについてのさらなるガイダンスは定めていな
い。
法人税（CIT）

Decree 146 において導入される改正とは別に、Circular
25 において、他社から全部又は一部の資本移転を受け
る場合の固定資産の減価償却に関する損金算入要件に
ついての規定を補足している。

 Circular 25 は、VAT の課税の対象とならない追
加の物品及びサービスについて詳述している。例
えば、

(3)

個人所得税（PIT）

Circular 25 は、その譲渡が課税対象となるその他の証
券に関する規定を明らかにしている。

 輸出品として、他の製品に加工されていない資源
及び鉱物、及び

証券法第 6 条第 1 項に定められている課税対象となる
証券に追加される証券として、権利、ワラント、コールオ
プション、プットオプション、先物、有価証券及びインデッ
クスが含まれることになる。

 輸出品として、主原料としての資源及び鉱物から
直接加工されている物品、すなわち、資源及び鉱
物の原価とエネルギー原価の合計額が、製造原
価の 51％を上回るもの。ただし、Decree 146 第
1 条第 1 項に定めるケースを除く

2.

 上記の 51％超の基準を判断する際に加工される資
源及び鉱物の原価の算定上、含めない費用を列挙し
ている。

適用関係

 Circular 25 は、2018 年 5 月 1 日付で効力を生じ
る。
 Decree 146 の対象となる取引で、2018 年 2 月 1 日
以降に行われた取引は、Decree 146 及び Circular
25 のガイダンスの適用を受ける。

 上記の原価比率を確定する一助となるべく、必要が
あれば、税務当局及び関係省庁に対して企業の製
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