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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。
付加価値税法、特別消費税法および税務行政法の一部を補足改正する通達 Circular 130/2016/TT-BTC
Decree No.100/2016/ND-CP―付加価値税法（Value
Added Tax Law）、特別消費税法（Excise Tax Law）お
よび税務行政法（Tax Administration Law）の一部を補
足改正する法律の詳細ガイダンスとしてベトナム政府よ
り 2016 年 7 月 1 日付で発表された Decree
No.100/2016/ND-CP のガイダンスとして、今般、
Circular No. 130/2016/TT-BTC が発表された。
Circular No. 130/2016/TT-BTC（以下「Circular 130」）
は、基本的に、Decree No. 100/2016/ND-CP（以下
「Decree 100」）のガイダンスならびに付加価値税法、特
別消費税法および税務行政法に関する現行 circular の
改正点を補足する内容となっている。Decree 100 が定
める新規定の説明に加えて、Circular 130 には、以下の
とおり主な規定に関する詳細が示されている。
(1)

VAT の還付

1)

控除方式 を適用して VAT の申告を行っている場
合の還付規定

Circular 130 に基づく追加ガイダンスの下、Circular No.
219/2013/TT-BTC 第 18 条 1 項の定めにより VAT
（Value Added Tax：付加価値税：以下「VAT」）の還付資
格のある事業者は、2016 年 7 月（VAT の申告を月次で
行っている場合）または 2016 年の第 3 四半期（同じく四
半期ごとに行っている場合）より前に未控除となっている
仕入 VAT がある場合、税務当局から規定に基づき当該
分の VAT 還付を受けることができる。
2)

投資プロジェクトに関する還付規定

Decree 100 の補足として、所定の資本金を全額払い込
んでいない事業者の投資プロジェクトに関しては、VAT
の還付が認められない旨の規定が定められた。これによ
り、2016 年 7 月 1 日以降、投資プロジェクトに関する還
付書類を提出したものの税務申告期限までに所定の資
本金を全額支払わなかった事業者は、VAT の還付を受
けることができない。

3)

物品およびサービスの輸出に関する還付規定

物品およびサービスの輸出ならびに国内販売の両方を
行っている事業者に対する VAT の還付について、より
詳細なガイダンスが示された。当該ガイダンスのもと、事
業者は、輸出される物品／サービスの生産費用に関す
る仕入 VAT を区別して計上しなければならない。この方
法によらない場合、輸出に関する仕入 VAT の額は、事
業者が前回還付を受けた日から今回の還付請求日まで
の期間 に稼得した VAT の課税対象総所得に占める輸
出売上の割合を基準として算定する。
売上 VAT と相殺後、輸出に関する仕入 VAT が 3 億ベ
トナムドン以上残る場合は、還付を受けることができる。
ただし、輸出に関して還付される仕入 VAT の額は、事業
者が輸出取引から稼得する総売上の 10％を超えてはな
らない。
また、VAT の還付対象とならない例として、輸入した物
品を再度輸出する場合が挙げられている。これにより、
輸入した物品を（商用目的で）ベトナム国外に再輸出す
る場合は、輸入時の VAT および物流（輸送、保管）に係
る仕入 VAT が還付されない。ただし、控除が認められ
る。
4)

事業を終了した場合の還付 VAT の遡求返納

事業者が事業を終了した場合、主たる事業活動から売
上 VAT が発生していない場合は、還付された VAT を所
管の税務当局に返納しなければならない。このような事
業者が VAT の課税対象資産を売却した場合、当該資
産に係る仕入 VAT を調整する必要はない。
(2)

納付遅延に対する利息の算定

Decree 100 の補足として、納付遅延に対する利息の算
定方法に関して具体的なガイダンスが示された。当該規
定は 2016 年 7 月 1 日以降適用となる。詳細は以下の
とおりである。
 2016 年 7 月 1 日以降に発生した未払税金：利息率
は、未払税金に対して一日当たり 0.03％
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 2016 年 6 月 30 日以前に発生し、2016 年 7 月 1 日
までに納付されなかった未払税金：
 2014 年 12 月 31 日以前：税務申告期限日の翌
日から起算して 90 日目までは 1 日当たり
0.05％／91 日目以降は 1 日当たり 0.07％
 2015 年 1 月 1 日以降 2016 年 6 月 30 日まで：
1 日当たり 0.05％
 2016 年 7 月 1 日以降：1 日当たり 0.03％
(3)

拡大投資プロジェクトの判定基準

拡大投資プロジェクトの判定基準については、これまで
にも多くの取り決めが税務総局から発表されてきたが、
今般、Circular 130 のもと、最終的な規定が定められ
た。具体的には、2009 年から 2013 年の期間に以下に
示すいずれかの方法を適用して定期的に行われた設備
投資に関して、当局に登録または承認された投資計画
に沿って生産能力の増強が果たされなかった場合は、
投資拡大プロジェクトとみなされない。
 減価償却費を原資とした投資
 税引後利益の再投資または、
 所管当局に登録した資本金を原資とした投資
(4)

特別消費税

Circular 130 のもと、企業が物品を関連者間で取引した
場合の特別消費税の課税価格の算定規定が補足改正
された。具体的には、以下のとおりである。
 関連者とは、親会社、子会社あるいは同一の親会社
を有する子会社同士の関係、または、一方の当事者
が他方の当事者の 20％以上の資本金を直接あるい
は間接的に保有する関係をいう
 企業が関連者に該当する製造者または輸入者から
物品を直接購入した際の販売価格を特別消費税の
算出基準とする。ただし、当該課税価格は、非関連
者との間で取引が行われた場合の月平均販売価格
の 7％を下回らない額とする
 前項について、複数の関連者が関わっている場合
も、当該製造者または輸入者と非関連者との間で取
引が行われた場合の月平均販売価格の 7％を下回
らない額を課税価格とする
 自動車に関して、消費者が特別注文した部品がある
場合は、その分の価格を除いた月平均販売価格を
比較対象価格とする
Circular 130 は、Law 106/2016/QH13 の発効日に合わ
せて 2016 年 7 月 1 日付で発効する。
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