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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。

1.

新 Circular：通関手続、税関検査、輸出
入 関 税 ほ か Circular38/2015/TT-BTC
関連



優先企業（Prioritized enterprise）



遵守企業（Complied enterprise）



非遵守企業（Non-complied enterprise）

通関手続および税関監視については、政府が 2014
年関税法（Law on Customs 2014）の詳細を規定

リスク分類の結果は、通関書類の審査、物品の検

する Decree 08/2015/ND-CP を 2015 年 1 月 21

査、税関監視および事後調査等の多くの手続に適

日付で発表しているが、これに続き、財務省は、

用される。

2015 年 3 月 25 日、輸出入品に対する通関手続、
税関検査・監督、輸出入関税および税務管理に関
す る Circular 38/2015/TT-BTC（ 以 下 「 Circular
38」）を発表した。Circular 38 は 2015 年 4 月 1 日
に発効しており、それに伴い、以下の Circular は廃
止された。

遵守状況を評価するため、遵守企業総数の最大
5％の企業に対して事後調査が行われる。
(2)

申告課税価格の管理

Circular 38 では通関時の関税評価手続および課税
価格の協議手続について内容が追加補足され、



通関手続、税関管理・監督および輸出入関税

Circular

に関する Circular 128/2013/TT-BTC

22/2014/TT-BTC と比べ、申告者および税関当局



電子通関に関する Circular 22/2014/TT-BTC

双方が適用しやすい手順となっている。具体的には



加工製品に関する Circular 13/2014/TT-BTC



再輸出向けの一時輸入品に関する通関手続

お よ び

Circular

以下のとおりである。


申告された課税価格を否認する十分な根拠が

および通関管理その他関連規定に関する

ある場合および十分な根拠はないが疑わしい

Circular 94/2014/TT-BTC

事例を例示

Circular 38 の主な修正点は以下のとおりである。
(1)

128/2013/TT-BTC



申告価格を否認する十分な根拠がない場合、
税関当局は物品を引渡し（release）しなけれ
ばならず、また協議手続を開始しなければな

企業のリスク区分

らない
Circular 38 で企業は、関税法令への遵守状況に基
づき、次の 3 つに分類される。



協議後も申告者が税関当局の決定に同意し
ない場合、申告価格で通関することはできる

1

が、税関当局は価格検証のために事後調査

(6)

ベトナム非居住者法人に適用される通関手続

を行う
Circular 38 では、輸入した物品を再輸出する非居
(3)

輸出入品の原産地確認

住外国法人が行う物品の輸入・再輸出に適用され
る通関書類および税関手続に関する詳細が規定さ

Circular 38 では、通関時の原産地確認手続が補足

れた。

された。留意点は以下のとおりである。

2.


原産地証明書の確認時に容認される軽微な
差異



原産地証明書の内容が通関書類と一致しな
い場合のガイダンス



原産地証明書発行機関のための原産地の確

新 Circular：輸出入の分類および関税評
価 Circular 14/2015/TT-BTC、Circular
39/2015/TT-BTC 関連

Circular 38 の発表と同時に、財務省は 2014 年関
税法の詳細について定める以下の Circular を発表
した。

認方法

(4)

輸出品の確認（認証）

輸出入品の品質および安全管理のための商

電子通関の際に輸出品を確認する方法が変更され

品分類に関するガイダンスが規定されている。

た。これにより、税関職員は、輸出物品が電子通関

Circular 14 は 2015 年 3 月 17 日に発効し、

システムの確認区域（monitoring area）を通過した

Circular 49/2010/TT-BTC（2010 年 4 月 12

後に物品の確認（認証）を行う。
(5)

2015 年 1 月 30 日に発表された Circular
14/2015/TT-BTC（以下「Circular 14」）には、

日付）、Circular 128/2013/TT-BTC Article 17
および Article 97（2013 年 10 月 9 日付）なら

原材料コードおよび物品の輸出加工および製

びに Official Letter 1280/BTC-TCHQ（2014

造における消費量の登録廃止

年 1 月 24 日付）と差し替えられた
輸出製造物品・加工物品および輸出加工企業
（Export Processing Enterprises）の輸出入品に関



する通関手続および税関監督の手続が規定された。

出入品の関税評価について規定し、Circular

留意点は以下のとおりである。




205/2010/TT-BTC（2010 年 12 月 15 日付）

企業は、加工契約および原材料・製品コードを

および Circular 29/2014/TT-BTC（2014 年 2

届け出る必要はなく、また、輸出品の製造・加

月 26 日付）の内容の詳細について定めている。

工に使用される標準消費量の登録を行う必要

これにより、これら 2 つの Circular は廃止され

もない

た。Circular 39 は 2015 年 4 月 1 日に発効し

企業は、加工契約・製造契約に基づき使用さ

た

れる輸入原材料の出入、在庫残高を年次ベー
スで報告しなければならない。報告期限は事
業年度末から 90 日以内である


2015 年 3 月 25 日に発表された Circular
39/2015/TT-BTC（以下「Circular 39」）は、輸

企業は、輸出品製造に使用される輸入原材料
および部材が、（1）まだ製造に使用されず在
庫として残っている、または（2）既に製造に使
用されたが輸入日から 275 日が経過してもま
だ輸出されていない場合には、輸入に係る付
加価値税（Value Added Tax）を申告納税する
義務を負わない

Circular 14 および Circular 39 の主な修正点は以
下のとおりである。
(1)

HS コード分類の法的根拠

Circular 14 では、輸出入品の分類に使用される参
考情報およびその優先順位が以下のとおり明記さ
れた。


ベトナムの出入品目リスト



HS 関税分類の注記事項



分類に関する世界税関機構（WCO）の意見集



ASEAN 統 一 関 税 品 目 分 類 （ ASEAN
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Harmonized Tariff Nomenclature）の附則

過去のニュースレター

ベトナムの出入品目リストのデータベース

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。

また、物品の分類が相違する場合に担当機関が調
整を行う際の権限および責任が具体的に規定され
た。
(2)

本件に関するお問い合わせ
組立前の機械の分類登録手続

Circular 14 では、組立前の機械を HS システムの
解釈を規定する 6 つの通則のうち、通則 2（a）（Rule
No. 2a）に従って分類するため、登録手続が補足さ
れた。これに伴い、申告者は、物品の輸入前に組立
前の機械設備部品のリストを登録しなければならず、
税関当局は、実際の輸入の際に確認、調査および
照合を行う。
(3)

www.deloitte.com/jp/tax/nl/ao

使用料、ライセンスフィーを関税価格に加算す
る条件

Circular 39 は、これまでに発表された Circular のガ
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料およびライセンスフィーが（i）輸入品に関連すると
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考えられる場合および（ii）単純な加工とみなされる
場合等には輸入品の関税価格に加算されること等
の条件が盛り込まれた。
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