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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。

税務行政へのリスク管理手法適用に関する最新動向
税務行政へのリスク管理導入は 2011 年、ベトナム

適用のための基礎とするために、納税者は、税務

税務当局（以下「税務当局」）が開始し、その後、

当局が様々な情報を基に策定した一連の基準およ

2012 年税務管理法（the Law on Tax management）

び指標に基づき、リスク評価およびリスクレベルの

改 正 法 お よ び そ の ガ イ ダ ン ス で あ る Decree

分類を受ける。

83/2013/ND-CP によって施行された。これに基づき

リスク評価の基準、指標および情報

財務省は 2015 年 12 月 21 日付で、税務行政への

(2)

リスク管理手法の適用の詳細を規定する Circular

リスク管理に使用される基準および指標は、各税務

No. 204/2015/TT-BTC を発表（2016 年 2 月 4 日発

行政手続の様々な目的に使用できるよう、以下のよ

効）した。主要点は以下のとおりである。

うに策定された。

(1)

すべての税務管理手続へのリスク管理の導



入

(i) 納税者の税務コンプライアンスレベル評価
(ii) 納税者のリスクレベル評価

税務当局は、以下を含む税務管理行政に係る主要
な活動のすべてにリスク管理手法を導入する。

2 種類の基準・指標：



6 種類の基準・指標：
(i) 税務登録に関する調査対象の選定



税務登録



申告・納税

(iii) 還付書類の分類および還付後の追加調



未払税および税務管理に係る決定の執行

査対象の選定



還付



税務調査



税務書類の管理および使用



税務管理に係るその他の手続

(ii) 現地調査に必要な申告書類の選定

(iv) 調査対象会社の選定
(v) 未払税の徴収管理および執行
(vi) インボイスおよびその他税務書類に関す
る追加調査を行うための高リスク事例の選定

税務書類の作成、印刷、公表、管理および使用の
事例分類、還付書類の分類、税務調査、調査対象
の選定のためのリスク評価を含む、税務管理手法
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これらの基準および指標は税務当局が入手および

納税者のコンプライアンスレベルおよびリスクレベ

処理した外部または内部からの情報およびデータ

ルの判定は、一律、以下の三つの手順を用いて自

に基づいて作成されている。主な情報源として以下

動的に行われる。

が挙げられる。


税務登録、申告および納税に関する書類



他の管轄当局と交換した情報または他の国も





税務総局の「納税者データベースシステム」に
納税者の情報をシステム的に集積および処理



3 年ごとに税務管理に関する基準およびリスク

しくは地域の税務当局、組織または個人と協

管理指標を決定し、四半期ごとに見直し（調整、

議した内容

追加または更新）

納税者の法令違反に関する情報（税務当局お



よび他の管轄当局が発見および取り扱ってい

情報を分析し、納税者のコンプライアンスレベ
ルおよびリスクレベルを判定

るもの）
(4)

税務調査におけるリスク管理

税務当局は、これらの基準、リスクレベル区分およ
び専門的な情報を基に、各手続ごとにリスクが高い
と判断される納税者を分類し、リストの作成および
管理を行う。
(3)

専門情報に基づく納税者リスクの自動評価

リスクレベルの分析および評価に基づき選定された
現地調査の件数は、年次計画に定める調査件数の
90％以上でなくてはならない。
2015 年以来、税務総局は 20 の固定的基準および
24 の可変基準を発表しており、これらは調査対象

納税者のリスクは評価され、6 段階のリスクレベル

の選定に統一的に使用されている。これらの基準に

（「非常に低い」、「低い」、「標準」、「高い」、「非常に

基づき、税務当局は、納税者の財務状況、税務リス

高い」および「事業開始から 12 カ月未満」）に区分さ

クおよび税務コンプライアンスレベルを適切に評価

れる。税務当局は、これらの結果に基づき高リスク

することができる。

の納税者に調査を行い、監視措置を実施する。
(5)

還付に係るリスク管理

また、納税者のコンプライアンスレベルについても
「高い（カテゴリー1）」、「標準（カテゴリー2）」および
「低い（カテゴリー3）」の 3 段階に分類する。

税務当局は独自のデータベースシステムを使用し
て還付書類を「還付調査前の書類」と「還付調査後
の書類」に分類する。

納税者のコンプライアンスレベルは税務当局が税務
手続を実施する際の重要な判断基準であり、コンプ
ライアンスレベルが高い納税者は、還付、インボイ
ス使用等に関してコンプライアンスレベルが低い納
税者より優先的な対応を受ける。

同時に還付調査後の書類については、リスクレベル
が高い納税者から順に調査対象を選出する。具体
的には以下のとおりである。


る条件に該当する企業（還付が決定された年

納税者は以下の事例のいずれかに該当する場合、

の前 2 年間、連続して欠損金を申告した企業

コンプライアンスレベルが低いと判断される。




Decree 83/2013/ND-CP41 条 4 項 a に定め

および不動産業等から還付を受けた企業）は、

調査時に資本金の 50％を超える欠損金を有

還付決定日から 1 年以内に還付後調査を受

している

ける

仕入付加価値税額を申告する期間が常に同



Decree 83/2013/ND-CP41 条 4 項 a に定め

業他社の平均より長い

る条件に該当する企業（上記以外）は、高リス

課税日より前 2 年連続して、脱税もしくは税金

ク企業についてはすべて還付決定日から 60

詐欺等による税務行政処分をまたは不適切な

日以内に、リスクのある企業についてはその

会計処理により関係当局から処分を受けてい

半数が 90 日以内に、残り半数は 180 日以内

る

に還付後調査を受ける
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