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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。

法人税等の複数の税法に関する改正法および改正特別売上税法
2014 年 11 月 26 日午後、ベトナム議会は、「法人税

める。

等の複数の税法に関する改正法」および「改正特別
売上税法」を承認した。

(ii)

製造分野における投資プロジェクト（特別売上
税が課税される製品に関するプロジェクト、お

下記は、前述の二つの税法の主な修正点の概要で

よび探鉱プロジェクトを除く）のうち、12 兆ベト

ある。

ナムドン以上の出資金が 5 年以内に払い込ま

(1)

法人税等の複数の税法に関する改正法

1)

法人税

広告宣伝費の損金算入上限額 15％を撤廃。

れ、ハイテク法および科学・技術法（Law on
Science and Technologies）に基づく評価の
対象となる技術を使用するもの
特別な投資誘致を必要とする大規模ハイテクプロ
ジェクトまたは上記(ⅱ)に規定するプロジェクトの優

最優遇措置（15 年間の税率 10％、4 年間の免税、

遇税率適用期間の延長要件を追加（延長期間は最

その後 9 年間の 50％の課税所得控除）の対象を以

長 15 年）。

下のとおり追加：
法人税優遇措置の適用に関する規定を追加。これ
(i)

新規投資プロジェクトのうち、開発優先工業支

により、投資プロジェクトを行う企業は、許可証取得

援製品一覧に記載されている製品を製造し、

時に法人税優遇措置適用の資格を満たすことにな

かつ以下の基準のいずれかを満たすもの：

る。法人税規定が変更された場合で、修正後または

 ハイテク法（Law on High Technologies）に規定
するハイテク分野を支援する工業製品
 紡績・縫製、皮革・履物、電子・IT、製造・自動車
部品組立、または機械分野の工業支援製品
（2015 年 1 月 1 日より前に国内生産されたもの
を除く。国内生産された場合は EU 技術基準もし

新しい規定における優遇措置の適用条件を満たす
企業は、残りの期間について、許可証取得時の規
定に基づく優遇措置を引き続き受けるか、または修
正後規則における優遇措置を受けるかを選択する
ことができる。
2)

個人所得税

くはそれと同等の基準を満たすもの）
 カジノで獲得した賞金を、個人所得税の課税対
開発優先工業支援製品一覧は、ベトナム政府が定

象から除外
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 非課税対象者（漁船乗組員および船主など）を
追加
 納税者は、各分野・産業のみなし税率に基づき、
事業所得に係る個人所得税を申告する。事業
所得に、年間売上が 100 百万ベトナムドン以下

予定を補足（2016 年 1 月 1 日から 2018 年 12
月 31 日までは 70％、2019 年 1 月 1 日以降
は 75％の税率となる）
(iii) ワインおよびビールの特別売上税率適用に関
する予定を修正

の事業からの個人所得は含まれない
 一回限りの譲渡に係る価格に基づく個人所得税
の算定は、証券および不動産の譲渡所得に対
してのみ適用される
3)

付加価値税（Value Added Tax：以下「VAT」）

VAT 対象外または 5％の VAT の対象となる物品お
よびサービス（主に農業関連物品）に関する規定が
修正および補足される。
4)

税務管理

 月次および四半期ごとの VAT 申告における仮
受・仮払インボイスの提出に関する規定を撤廃
 外貨建ての収入、費用、課税価格および租税の
為替レートに関する規定を統一
 当局（State Agencies）が保有する文書等の提
出免除規定を補足
 90 日間を超える納付遅延に対する 0.07％のペ
ナルティを廃止する。これに伴い、納付遅延に
対しては一律 0.05％のペナルティが課される
5)

施行

当該法は、2015 年 1 月 1 日に発効する。
収入、費用、課税価格、課税対象所得および租税
（法人税法、個人所得税法、付加価値税法、特別売
上税法、輸入・輸出税法および関税法等に規定され
るもの）を算定するための為替レートに関する規定
を廃止。
(2)

改正特別売上税法

タバコ、ワインおよびビールならびに賞金が提供さ
れるカジノでのゲームおよび電子ゲーム等の、一定
の物品およびサービスに適用される特別売上税率
を引き上げる。
施行：
(i)

当該法は、2016 年 1 月 1 日に発効する

(ii)

タバコに対する特別売上税率の適用に関する
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過去のニュースレター
過去に発行されたニュースレターは、下記のウェブサイトをご覧ください。
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