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2015 年度移転価格調査：体制強化の動き
ベトナムの移転価格調査を取り巻く環境はここ数年
でかなり厳しさを増しているとされている。報道によ
ると、2014 年度においては、税務当局は、移転価
格リスクが高いと判断した 2,866 社に対して移転価
格調査を行い、その数は 2013 年に比べ 80％増加
しているとされている。これらの調査では 5.8 兆ベト
ナムドンが否認され、1.7 兆ベトナムドン以上の更正
が行われたとされている。

調査対象企業の選定は、税務当局内部の移転価
格リスク統計・分析ソフトウエアシステムの重要な役
割の一つである。現在、税務当局は内部データベー
スを使って、移転価格リスクが高い兆候を示す企業
を探し出すことができるとされており、それらの企業
に対して調査が実施されることになる。

2015 年度も例外ではなく、移転価格調査はさらに
強化され、今年、移転価格が税務調査計画におけ
る重点分野の一つであることは明白な模様である。
税務調査で移転価格が言及されるケースは大都市
および各省の税務当局が行う全税務調査の半数超
を占め、2015 年の最初の 5 カ月を見ても税務当局
の移転価格への注力がうかがえる。また、最近の税
務調査で移転価格を理由とされた複数の多額の更
正事例もこの傾向を示しているとされている。

移転価格調査の厳格化と併せて、ここ数年の間、財
務省（Ministry of Finance：以下「MOF」）および税
務総局（General Department of Taxation：以下
「GDT」）は、移転価格調査チームの人材育成に多
額の投資を行ってきた。MOF および GDT は積極的
に研修を開催するほか、国内外から移転価格の専
門家を招き、各国税務当局と様々なレベルで知識
ベース、専門的な分析手法および調査の方法論を
共有している。焦点は、移転価格リスクが高い直接
投資企業が多数所在する都市・省にフォーカスされ
ている。また、移転価格調査を“長年”行ってきたと
される GDT の移転価格専門チームも、各地の移転
価格調査の実効性を確保するため、専門的な問題
および調査方法に関する定期的な情報共有・更新
を各都市・省の税務署と行っている。

本ニュースレターでは、最近の移転価格調査の傾
向の概要、事例、関連する問題および対策を紹介
する。
(1)

移転価格調査対象企業の詳細リストの導入

近年、移転価格調査への注目は高まっているが、
2015 年度が過年度と大きく異なる点は、税務調査
の対象企業を具体的に記載した移転価格調査対象
企業リストが作成されている点である。移転価格調
査は通常は、過年度同様、通常の税務調査の一部
として行われるが、個別に実施される場合もある。

(2)

(3)

移転価格調査官の能力および人材

移転価格調査に使用する標準書式および情
報リスト

今年の移転価格調査で税務当局は、標準書式およ
び情報リストを使用して、納税者の事業所を実際に
訪問する前に企業情報を収集している。書式および
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情報要請リストは GDT の主要チームが実施する移
転価格調査でも以前から使用されていたが、現在
は改良され、各省の税務署でも使用されている。
標準書式に基づき、納税者は、機能・資産・リスク分
析、事業環境、サプライチェーン、会計・財務データ
等の重要な情報および、または文書を提出すること
が求められる。税務当局はこれらの情報に基づき、
調査対象企業の財務実績について初期分析を行う。
また、これらの情報は調査終盤の更正処分の決定
（該当する場合）にも使用される。
当該標準書式に関する留意点は以下のとおりであ
る。
1)

関連者に関する情報

企業は親会社だけでなく他の関連者に関する詳細
情報も提供する。必要な情報は企業の一般的な情
報に限定されず、関連者の経営幹部、機能、業界
情報等にも及ぶ。
2)

方法を採用しなかった詳細な理由を説明するよう求
められる。合理的な説明ができない場合、税務当局
は提出された移転価格文書および経済分析をすべ
て否認することがある。
4)

財務実績および未払法人税額に関する一般的な情
報以外にも、企業は、関連者間取引および非関連
者間取引ごとの会計記録および財務データの詳細
（完成品の売上高、材料の仕入高、無形資産取引
等）を提出するよう求められる。
(4)

納税者に推奨する対策

上記に基づき、企業は以下のような対策を取ること
が推奨される。


税務当局が要請する情報の中でも、移転価格
の年次申告書（2014 年より前の年度は Form
01/GCN-QLT 、 2014 年 以 降 は Form
03-7/TNDN）に対する注目度は高く、当該申
告書の提出は、移転価格税制を遵守している
ことだけでなく、移転価格税制の遵守レベルに
対する最初の自己評価を行ったことおよび移
転 価 格 文 書 を 作 成 済 み で あ る こ と （ Form
03-7/TNDN の記載事項）を示すものとみなさ
れる。また、税務当局が企業の財務結果に対
して更正を行う際の根拠としても使用される。
移転価格年次申告書は所定の提出期限内
（つまり法人税申告書と一緒に）に提出しなけ
ればならないことには注意を要する



企 業 は、 関連 者間 取引 が独立 企 業原 則に

サプライチェーンにおける企業の位置付け

税務当局はまた、企業およびその関連者のサプラ
イチェーンにおける位置付けに関する情報にも注目
する。当該情報および同じ業種の企業の内部統計
データに基づき、税務当局は、企業グループが行う
事業の「全体像」を把握するだけでなく、関連者が受
け取る適切な対価および関連者間の利益配分方法
に対する初期評価も行う。
サプライチェーンにおける企業の役割またその利益
が役割に応じた適正な額であることを証明するため
にはサプライチェーンに関する総合的な分析が必要
であり、企業にとって時間と労力を要する。しかし、
そのような詳細分析を行わない場合、企業は、サプ
ライチェーンを誤って評価されるリスクを負うだけで
なく、税務当局にマイナスの印象を与えてしまうこと
にもなりかねない。

関連者間取引および非関連者間取引に関す
る詳細情報

のっとって行われていることを証明するため、
移転価格文書およびその他の付属文書を適
時に作成するように時間と労力を費やす必要
がある。不利な調査結果を回避するためにも、
調査の開始を待つことなく、毎年同時文書化

3)

移転価格算定方法の選定に関する詳細説明

を行っておくことが強く望まれる。税務調査で
遵守規定に違反していることが判明した場合

ベトナムの現行の移転価格規定は、関連者間取引
が独立企業原則に基づいているかを評価するため
の 5 つの移転価格算定方法の間に優先順位を定め
ていない。しかし、実務上、税務当局はまず独立価
格 比 準 （ Comparable Uncontrolled Price ： 以 下
「CUP」）法が適用可能か否かを評価する傾向があ
る。したがって、税務当局は、企業に送付する書式
や表で内部 CUP 法の適用可能性について詳細な
情報を要請してくる。
企業が別の算定方法を採用している場合は、他の

には深刻な結果を招くこともあり、最悪の場合、
調査官は、過年度に遡及して作成された移転
価格文書の調査を（移転価格文書は、本来、
税務調査官が来る前に用意すべきものという
論理にて）否認する権限を行使する可能性が
ある。これは、過年度に発生した取引に関す
る根拠資料等が提出要請に基づき調査直前
に準備された場合の取扱いと似ている


いつ税務調査の対象となるかは分からないた
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め、企業は移転価格リスクの自己評価を行っ
ておく必要がある。また、評価結果に基づき、
既存の見解および文書を常に事前に準備して
おくことも推奨される。突然税務調査通知が送
付され、情報要請の提出期限も日程的に厳し
い場合でも、このような事前準備を行っておく
ことにより、企業が包括的な文書を提出し、税
務当局とのその後の交渉においてより有利な
立場に立つことが可能となる




誤解を招く情報の提出および不利な結果を回
避するため、税務当局から要請された申告
書・質問表の回答を作成する際は、移転価格
の観点から十分な検証を行う必要がある。根
拠のある情報を提出しなかった場合、税務当
局が利益率の高い比較対象企業を一方的に
選定する根拠を与えてしまうことになる
準備を怠ると、後に異議申立ておよび控訴を
行う際に、説得力のある主張を展開すること
が非常に難しくなることに留意が必要である
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