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新 Circular「損金算入項目の改訂等」Decree 12/2015/ND-CP、Circular 78/2014/TT-BTC 関連
ベトナム政府は、様々な税務法令の補足修正の

役務提供者が受領者から支払を受領した時点で

実 施 詳 細 を 規 定 す る

計上されなければならなかった。

Decree

No.

12/2015/ND-CP（以下「Decree 12」）を 2015 年 2

損金算入費用

月 12 日付で発表しているが、それに続き財務省

(2)

は、2015 年 6 月 22 日、以下を規定する Circular

Circular 96 は、法人の損金算入費用・損金不算

No. 96/2015/TT-BTC（以下「Circular 96」）を公表

入費用についても様々な改正を行っている。主な

した。

変更点は以下のとおりである。





Decree 12 に定める法人税規則のガイダン
ス



Circular

原材料、燃料、エネルギーおよびその他ベト
ナム政府が指定している物品を除き、原材

No.

78/2014/TT-BTC （ 以 下

料の標準消費量を報告および管理する要件

「Circular 78」）に定める規定の補足修正
Circular 96 は 2015 年 8 月 6 日に発効し、2015

が廃止された


図書館、保育所、スポーツ施設およびその
他福利厚生を目的とする同様の建造物なら

年度以降に適用される。

びに当該建造物に設置された機器の減価償
却費の損金算入が認められた

Circular 96 に定めるこれらのガイダンスおよび補
足修正の趣旨は、主に税務管理手続の効率化な



個人から資産を貸借した場合の賃料を損金

らびに納税者の負担軽減である。主要な変更点は

算入する際に提出する、資産貸借契約書、

以下のとおりである。

賃料支払に係る証憑および所得税源泉徴収

(1)

票（貸借契約書上の条件による）等の証明書

課税所得

法人税額算定における役務提供からの収益計上

類に関するガイダンスが補足された


従業員への現物による制服支給額の上限の

の時期が、会計上の規定および基準と整合するよ

廃止。ただし、現金支給額は従業員 1 人当た

うに改正された。これにより、今後、役務提供から

り年間 500 万ベトナムドンまでに据え置かれ

の収益は、役務受領者との合意に従い、完了基準

る。また、国内および海外出張の際に支払

または進行基準に基づいて計上される。これまで

われる日当は財務省規定に基づき公務員基

は Circular 78 に基づき、役務提供からの収益は

準額の 2 倍を上限としていたが、Circular 96
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により上限額が撤廃され、企業は社内規定



められている優遇措置適用に関する詳細ガ

る

イダンスが規定された。2009 年から 2013 年

資本金が全額払い込まれていない場合の借

までの期間を含む事業年度に行われた段階

入金に係る損金不算入支払利子の額の計

的投資、投資拡大および通常の機械設備投

算に関するガイダンスが規定された。今後、

資等に適用される優遇措置について規定さ

当該利子額の算定は、該当する課税年度の

れている

割合に基づいて行われることとなる

(4)

新規投資家が行った出資により生じた剰余金の取

人当たり月額 100 万ベトナムドンの損金算入

扱いに関するガイダンスが発表された。具体的に

上限額が撤廃された。また、従業員のために

は以下のとおりである。

その他の保険に係る保険料が Circular レベ



は当該法人の課税所得とはみなされない

れた。損金算入の年間上限額は、従業員の
ためのその他福利厚生関連直接費用と合わ
せて、実際に支払われた平均給与額の一月
分である

当該剰余金が当該法人に帰属する場合で、
資本金に振り替えられる場合、当該振替額

ルで正式に損金算入対象費用として認めら

(3)

その他

生命保険料およびその他の社会保険料の 1

任意で加入する損害保険、医療保険および



これまでに発表された法人税関連規定に定

に基づき各社、日当額を設定できるようにな

借入金総額と払い込まれていない資本金の






剰余金が既存の投資家に分配される場合、
当該剰余金は出資者の所得とみなされ、課
税対象となる

自然災害、伝染病、火災等に係る災害損失

ベトナムに所在する企業が海外投資から得た所得

金の損金算入に必要な説明書類の管轄税

は、当該所得がベトナムに移転された時点で申告

務署への提出が不要となった。これらの説明

することとなる。これまでは、Circular 78 に基づき、

書類は当該企業で保管し、税務当局の要請

当該所得が発生した時点で申告されなければなら

があれば直ちに提出することになる

なかった。また、海外投資プロジェクトから得た損

法人税優遇措置

益をベトナム国内での活動から得た損益と相殺す
ることはできなくなる。さらに、海外投資を行うベト

Circular 96 は、法人税優遇措置に関しても様々な

ナム企業が税務申告時に提出する関係資料の要

補足、修正および明確化を行っている。主要ポイ

件が緩和された。

ントは以下のとおりである。


種類の異なる損益の取扱いに関するガイダンスが

優遇措置が適用される指定区域（以下「当初

明確化された。今後、不動産譲渡損失と他の事業

指定区域」）に所在する企業に当初指定区

活動から発生した所得との相殺等が可能になる。

域以外の区域（以下「他の指定区域」）で所
得が生じ、かつ当該他の指定区域にも優遇
措置が適用される場合の優遇税制適用に関
するガイダンスが補足された。これにより、他
の指定区域で発生した所得には、当初指定

外貨建買掛金の評価替えによる実現為替差損益
と未実現為替差損益は、金融費用として計上され
ることとなる。これまでは営業費用として計上され
なければならなかった。

区域に適用される優遇措置が一定期間適用

創業者が資本譲渡を行う場合の譲渡価格が当該

されることに加え、当該他の区域に適用され

資本譲渡時点までの累積払込資本額となる。

る優遇措置の適用も認められることになる
上記ガイダンスは、2014 年 8 月 27 日付で財務省
が発行した Official letter No. 12024/BTC-TCT に
規定されていたが、今回初めて Circular の中で規
定された。
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