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2015 年税務調査動向に関する最新情報
このほど、ベトナム税務総局（General Department

特に移転価格調査の件数は目標件数の約 42％に

of Taxation）は、2015 年 1 月～4 月に実施した税務

とどまり、更正額およびペナルティー額も前年同期

調査および当該期間における未納税額の実績を評

比約 88％であった。

価するとともに、徴収額目標およびリスク管理手法
2015 年 1 月～4 月の未納税額は増加傾向

に基づく税務調査実施数を達成するための 2015 年
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5 月～12 月アクションプランを発表した。

2015 年 4 月末時点における全国の未納税額の合

本アクションプランは、既存の税務登録企業の 15％
の企業に税務調査を実施すること、税務リスクのあ

計額は 2014 年末と比較して 2％増加した。未納税
額は大都市・省で増加する傾向にある。

る 企 業 が 付 加 価 値 税 （ value added tax ： 以 下

ホーチミン市、ハノイ市、バリア・ブンタウ省、ビンズ

「VAT」）の還付を受ける事案についてはその全件に

オン省、ドンナイ省、タイビン省、カントー市の未納

ついて事後調査を実施すること、また、こうした措置

税額は全国の 70％を占めており、3 年（2012 年、

により 12 兆 5,000 億ベトナムドンの増収を目指すこ

2013 年、2014 年）連続で前年実績を上回る状態が

とを目標としている。主要な内容は以下のとおりで
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2015 年 5 月～12 月の焦点およびアクション

2015 年 1 月～4 月の税務調査目標は未達
2015 年 1 月～4 月における税務調査の結果が未達

2015 年 1 月～4 月に実施された税務調査は、調査

に終わり、未納税額が増加したことは国家予算に厳

件数および追加課税額ともに目標数値を下回り、前

しい負担を強いている。そこで、税務総局は、2015

年同期の実績と比較してもこれを下回った。詳細は

年 5 月 21 日、Official Letter No.1967/TCT を、

以下のとおりである。

2015 年 5 月 22 日 に は Official Letter



全国の税務署が税務調査を行った企業の数
は年間目標数の 20％を下回り、前年同期比
40％にとどまった



No.1987/TCT-QLN を発行し、各地の税務署に下
記のような策を講じるよう呼びかけた。
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当該期間に実施された税務調査による追加課
税額は前年同期比約 87％にとどまった

税務調査は次の 2 つのグループに焦点を絞っ
て実施するものとする



2015 年税務調査計画で税務リスクが高いと

1

評価された企業：税務調査の実施頻度を増や

過去のニュースレター
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税務調査時の焦点：申告および申告書提出状
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