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1. COVID-19の影響に伴う移転価格上の典型的な問題点と潜在的なリスク

2. 潜在的なリスクに対する対応アプローチ案

3. ベトナム当局の現時点（2020年7月8日）での動向

4. ベトナムにおける税務調査の概要と留意点

本日のセミナーで解説させていただく内容
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Agenda

トピック 講演者/パネリスト 時間

パネリストの紹介 全員 10:00 a.m. – 10:05 a.m.

1. COVID-19の移転価格への影響 五十嵐 潤 10:05 a.m. – 10:10 a.m. 

2. 各Caseにおける対応 (Step1～3)
 Case 1: 製造・販売会社における対応
 Case 2: ロイヤルティ取引における対応

五十嵐 潤 / Hanh Dinh /上田 理恵子 10:10 a.m. – 10:35 a.m.

3. 税務調査マネジメント (Step 4) 五十嵐 潤 / Hanh Dinh / 高石 元 10:35 a.m. – 11:15a.m.

4. 日本本社及び地域統括会社の観点 五十嵐 潤 / 上田 理恵子 11:10 a.m. – 11:20 a.m.

5．Key takeaways 五十嵐 潤/ Hanh Dinh 11:20 a.m. – 11:25 a.m.

Deloitteの役割 五十嵐 潤 11:25 a.m. – 11:30 a.m.
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1. COVID-19の移転価格への影響
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COVID-19が世界経済・市場に与える影響
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COVID-19が東南アジアの産業に及ぼす影響

短期インパク
ト

2020年第1四半期の最初のインパクト

2020年Covid-
19リカバリー
シナリオ

感染率が年内半ばまでに低下し、市場が回復すると仮定した場合の
2020年までの影響

Covid-19継続
シナリオ

COVID-19 の感染率が継続または加速すると仮定した2020年および2021
年までの影響

凡例

H
事業キャッシュ・フローおよびトレーディング
・キャッシュ・フローへの大きな影響

M
重大なシステム停止、経済的影響/損失の可能
性

N 中立的または低いインパクト/オポチュニティ

セクター
短期

インパクト
(2020年1Q)

2020年Covid-
19リカバ

リーシナリ
オ（2020年
内）

Covid-19継続

シナリオ
（2021年ま
で）

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
・
メ

デ
ィ
ア
・
通
信 通信/メディア N N M

エンターテインメント H M H

テクノロジー M M M

消
費
財

自動車 H M H

消費財、小売、卸売、流通 H M M

交通、ホスピタリティ、
サービス

H H H

セクター
短期

インパクト
(2020年1Q)

2020年Covid-
19リカバ

リーシナリ
オ（2020年
内）

Covid-19継続

シナリオ
（2021年ま
で）

エ
ネ
ル
ギ
ー
、

資
源
、
工
業

工業製品、建設 M M M

石油、ガス、化学品 H H H

電力。ユーティリティ M M M

金
融
サ
ー
ビ
ス

不動産 H M H

銀行、キャピタルマーケット M H H

インベストメントマネジメント H M H

保険 M H M

ライフサイエンス、ヘルスケア M N N
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移転価格に関するCOVID-19状況下の懸念事項

キャッシュフローの悪化でグ
ループ内外から資金調達が必
要になる場合、関連者間ローン
の利率や外部金融機関からの
ローンに伴う関連者間保証料を
どう設定すればいいのか？

移動制限や工場及び研究所の操
業停止等によって企業再編やサプ
ライチェーン変更が実施された場合、
移転価格をどう再設定すべきか？

移動制限により本社やRHQ

からアセアン各国への出張が
できない状況で、本社やRHQ

から各国子会社に対してマネ
ジメントサービスフィーを請求
できるのかどうか？

海外子会社が減収もしくは赤字
になり、独立企業間レンジを下回
ると予想されるが、グループ移転
価格ポリシーに沿って移転価格
調整をすべきかどうか、それとも
経済分析や特殊要因分析等で
各国税務当局に対して説明でき
るかどうか？

グループ全体で赤字（合算損失）の場合でも、機能
とリスクが限定的な子会社に一定の利益を計上させ
る必要があるのか、それとも当該子会社にも損失を
被らせる論理展開はできるのかどうか？

今後の税務調査に備えて、事前に
どのような移転価格文書化とサ
ポート資料を準備すべきか。また課
税リスク低減の為に、過年度の文
書化やグループ移転価格ポリシー
及び関連者間取引の契約書の見
直し、調査対応マニュアルの作成
等も必要かどうか？

既存のAPA(事前確認）もしくは申請予定また
は交渉中のAPAへの影響と留意点は何か？
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Step 4

調査の初動対応に
備えた徹底した事前

準備

•<各国/RHQで準備>

• Step3のTPD作成の過程で特定
されたリスクエリアに関して、調査
における想定問答を準備する。ま
た高度な経済分析で調査対応す
る場合は徹底した準備が必要。

•各国別調査対応ハンドブックの作
成、ナショナルスタッフの教育、業
務プロセスの見直し等

Step 3

調査や裁判を見据
えた強固な移転価
格文書の作成

•<各国/RHQ/本社で作成>

• Step2で決定した税務ポジション
をサポートする調査や裁判を見据
えた移転価格文書化（TPD）を作
成

• TPD以外にも強固なサポート資料
を今から準備、必要に応じて関連
者間契約書や移転価格ポリシー
の改訂、過去のTPDの改訂 等

Step 2

移転価格ポリシー＆
税務ポジションの戦

略的検討

•<各国/RHQと本社で十分な
議論>

• Step1に基づき、一時的もしくは
永続的に移転価格ポリシーを見直
すか（移転価格調整を施すか）、
既存のままで行くか（経済分析や
特殊要因分析等で対応するか）を
検討し、グループにおける各国税
務ポジションを決定させる。

•多額の調整が必要な場合は関税
やVATへの影響も考慮すべき

Step 1

各国コロナの影響と
移転価格リスク及び

論点の整理

•<各国/RHQ/本社でリスク
アセスメント実施>

•産業別インパクト、各国専門家＆税
務当局の見解（公式＆非公式）、既
存の移転価格ポリシー＆移転価格
文書（TPD）のポジション、自社の予
測値と影響額（FY20だけでなく） 等
を分析して、移転価格リスクと論点
の整理

COVID-19状況下の移転価格リスク管理の対応案

<Risk assessment> <Tax position> <Documentation> <Audit Management>

優先順位とタイミング

がキー
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2. 各Caseにおける対応 <Step1～3>

 Case 1: 製造・販売会社における対応
 Case 2: ロイヤルティ取引における対応
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Case 1: 製造・販売会社における対応
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グループ全体の低収益／損失を
Principalが全て負うべきか？現地子
会社に一部負わせるべきか＆どこまで

負わせるべきか？

製造

現地子会社

海外／日本

Principal 

Contract Manufacturer

(CM)

原料/部品

Fully fledged 

manufacturer

(FFM) 

完成品

原料／部品

第三者顧客

完成品

販売

現地

海外／日本

Principal 

Limited risk distributor

(LRD)

完成品

Fully fledged distributor 

(FFD)

第三者顧客

製品

第三者顧客

完成品

製造ロイヤルティ／
IGS

完成品

商標ロイヤルティ／
IGS

Loss?

グループ全体で

低収益／損失

Loss? Loss? Loss?

Loss Loss

Case 1: 製造・販売会社における対応 <STEP1>

問題の所在と論点は？

サプライチェーンの分断

流動性の問題

消費者需要の変化

人材移動の問題

事業の変動

比較可能性／

差異調整

データの

タイムラグ

予測可能性

合算損失／インカ

ムクリエーション

為替変動

リスク

独立企業原則
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税務当局との想定される論点 (TNMMの議論を前提に）

 税務当局は、COVID-19の影響を考慮して、納税者に移転価格分析
上の優遇措置を施すのか？

 独立第三者間の商業上のプラクティス（特に損失を負わせる状況）がど
こまで考慮されるか？

 機能・リスクが限定的でない会社における損失や特殊要因分析はどこ
まで認められるか？

 機能・リスクが限定的な会社における損失や特殊要因分析はどこまで
認められるか？

 Covid-19の影響を受けた比較対象企業の選定は今期の分析におい
ては間に合わないことが想定されるが、どのように分析を進めるべき
か。

 検証対象会社と比較対象会社への調整方法はどこまで認められるの
か？

 TNMM以外の移転価格算定方法での対応がどこまで有効に機能する
か？利益分割法が適用可能か？

 グループ全体で赤字（合算損失）でも機能とリスクが限定的な子会社に
一定の利益を計上させる必要があるのか？

Case 1: 製造・販売会社における対応 <STEP1>

移転価格リスクと論点は？

移転価格更正リスク

貴社の粗利益率

上限値

下限値

中位値
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Case 1: 製造・販売会社における対応 <STEP1>

<収集すべき基本情報（例示）>

 グループ全体としてのCovid-19による影響
 サプライチェーンの見直し等、グループ横断
的な施策の有無

 Covid-19対策に伴う、本社活動・地域統括
活動の増加

 事業縮小の有無
 事業縮小に伴う、本社活動・地域統括活動
の減少

 Covid-19による事業予測の変化
 追加的費用の具体的内容
 対応策の意思決定の具体的経緯
 意思決定の証跡となる稟議、議事録等
 対応策含め、各関連者の事業活動への本
社からの関与度合い、及び通常時と比べて
関与度合いの変化

 Covid-19の影響に関するプレスリリース

 日本当局の見解（公式＆非公式）
 移転価格専門家の見解（過去の景気後退期
の経験や最近の調査実務も踏まえて） 等

グループ・本社

 所在国における対応経緯
 影響を受けた具体的な期間（蔓延期、回復途
中期、通常期）

 工場や小売店舗の業務停止等、国の発令によ
り受けた影響

 業務停止期間における従業員の状況（待機、
研修、休暇奨励等）

 既存サプライヤーの業務停止に起因する影響
（第三者・関連者）

 顧客の業務停止に起因した影響（第三者・関
連者）

 新規事業への参加（公共性の観点からの参画
等）

 売上の変化
 変動費・固定費の変化、追加的コストの具体的
内容

 政府からの補助金の収受、会計処理
 対応策の意思決定の具体的経緯、関連者の
関与、証拠となる稟議、議事録

 各国税務当局の見解（公式＆非公式）
 各国移転価格専門家の見解（過去の景気後退
期の経験や最近の調査実務も踏まえて）等

各国・各法人

 関連者契約、移転価格ポリシー、商流、過去
のローカルファイル、比較対象企業の最新デ
ータ、マスターファイル

 Covid-19前の事業計画
 過年度損益（全社とセグメント損益）
 将来年度の予測損益（全社とセグメント損益）
 コロナの影響フェーズごとの損益 等

基本情報

 第三者顧客・サプライヤーとの間でCovid-19

を受け、どのような契約内容の変更を行った
か

 過去の非常事態における契約変更、費用負
担方法の取極め等商習慣

 過去の非常事態におけるグループ内での費
用負担の取極め 等

第三者間のアレンジ

 国・業界別経済指標の変化
 比較対象企業が受けたCovid-19の影響（プ
レスリリース等）

その他

移転価格リスクを把握するために必要な情報は？ グループ全体で実施する必要性
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<Limited Riskであるかの判断>

 通常の事業活動について全てPrincipalの判断を仰いでいたのか、オペレーションのリスクを検証対象企業が負っていたのか、詳細なリスク配

分の整理が必要。

 過去、稼働率悪化、売上低迷、開発失敗のリスクをどの法人が取っていたのか、確認が必要。過去に上述の事象が生じていた場合、その時の

対応との整合性も確認することが推奨される。

検証対象企業は完全に
Limited Riskなのか

 検証対象企業が所在国のCovid-19に起因する制約への対応を自ら判断し、行動していた場合、検証対象企業がOperating riskを自ら負担

したと整理できる可能性がある。第三者間におけるForce majeureも、想定していなかった事態を被った側が自らの責任で合理的な対処をし

ていることを前提としている。

つまり、Principalが判断に関与していない場合は、事前に定めたTNMMの利益を補償すると定めた合意を見直す合理的な理由として説明が

できる可能性がある。

Covid-19におけるリスクテイ
クをPrincipalが行ったと言え

るのか

 既存の関連者間契約及び社内ポリシーにおいて、価格変更に関連する取極めがあるか確認する。

 具体的な要件の下での取引価格の変更（例：予算と実績の乖離、市場の大きな変化、生産稼働低下）

 予測可能な特別事象における費用負担の取扱い

 Force majeureの記載（一般的な記載か、具体的な事象を列挙しているか）

 契約変更・解除に関する取極め

 既存の関連者間契約に価格変更、もしくは既に合意された通常の期末調整を履行しないために必要な取極めがない場合、速やかにMOUを結

ぶことが推奨される

既存の関連者間契約におい
て取極めがなされているか

 会社が第三者の契約相手との間で補償を受けられるケース・商業上のプラクティスがあるか？

 補償を受けられる判例等があるか？

第三者間の情報

<確認すべき内容>

Case 1: 製造・販売会社における対応 <STEP1>

移転価格リスクを把握するために必要な情報は？
グループ全体で実施する必要性
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＜経済分析において考えられる対応案（TNMMの議論を前提に）＞

 Covid-19対応として特別にかかった費用・損失はマークアップ対象から外す
 検証対象企業がコントロールできる費用について、コストベースから除く
 Covid-19前後の対売上販管費率の変化を基に調整を加える 等

検証対象損益への調整

 レンジの下方
 レンジの下限
 ブレイクイーブンポイント（変動費及び固定費）
 変動費のみ補償 等

ターゲット利益率

 比較対象企業の直近のデータ・四半期データを用いる
 GDP成長率等経済指標を参考に比較対象企業のデータに一定の調整を加える（回帰分
析により変動費と固定費を分離し、売上減少に伴い利益にどのように影響が出るのか予
測する）

 不況時の比較対象企業の利益率を参考にする
 比較対象企業の固定費と変動費の割合を計算し、検証対象企業の変動費・固定費の割
合と比較し、差がある場合は調整する 等

比較対象企業のデータの見直し

 既存の比較対象企業を基に、影響度合いの類似性を基準としたサブセットを検討する
 比較対象企業の所在国におけるCovid-19の状況、及び各企業が受けた影響を
確認し、引き続き比較可能性があると言えるか確認する

 検証対象企業と比較対象企業とで、コスト構造に類似性があるか確認する
 選定基準に非常事態を加味した基準を入れる

 売上の低下率を確認する。類似の業界であれば、売上低下率もある程度類似して
いるはず

 委託製造会社の注文が激減した場合、比較対象企業についても同様の受注減が
見られる会社を探す

 委託開発会社の開発費予算が削減された場合、同様に売上が減少した会社を探
す

 売上に対する販管費（従業員費、設備費、減価償却費等）が急増した場合、同様
の伸びが見られる会社を探す 等

比較対象企業の見直し

 Covid-19の影響があった年は、通常の年度とは切り離し単年度検証とする
 Covid-19の期間を蔓延期、回復途中期、通常期に分けて分析方法を変える（蔓
延期のみ、フルで調整を入れる） 等

検証方法

Case 1: 製造・販売会社における対応 <STEP2>

リスクを低減させるためのアイデアは？
各国当局の動向を注視
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Case 1: 製造・販売会社における対応 <STEP2>

ベトナムの特徴は？

 概してOECDの移転価格原則に沿っている

 移転価格文書の同時文書化、高品質、包括的であることを特に重視

 四分位レンジ（現在公表されている法令(ドラフト)においては35%-75%のレンジに変更）内であれば独立企業間価格であるとみな
されるが、調整の際は下限値ではなく中央値を採用

 比較対象会社は外国企業よりベトナム国内企業（十分な数（最低5社）の国内企業が選定できない場合においては地域を広げること
も認められる）

 複数年平均データより単年度データ

 税額減少につながる移転価格調整は認められない

 営業利益率に対する調整(運転資本、設備稼働率など)を認めてもらうのは容易でない

 署名し印紙税納付した関連者間契約書の内容が実態と合致する必要
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1. GDT(General Department of Taxation)は公式な見解やガイド
ラインを公表しているか？ 今後公表する予定はあるか？

2. 現時点でのGDTの非公式見解を踏まえて何か共有すべきことは
あるか？
 特別な考慮や優遇措置

 検証対象会社への調整（リスク負担の考え方や特殊要因分析）

 比較対象会社への調整（どこまで高度な経済分析が考慮されるか）

Case 1: 製造・販売会社における対応 <STEP2>
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１ 調整金額及び調整項目を検討・決定

2 調整のタイミングを検討・決定

3 適用される関税、GST/VAT、源泉税などを考慮

4 強力なサポート文書を準備し調整を実行

Case 1: 製造・販売会社における対応 <STEP2>

移転価格調整プロセスの検討事項（例示）
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 納税者側で選択した比較対象会社は、経済的に関連するキャラクタライゼーションや比較項目のすべてを満たしているか

 不正確または誤解を招くような機能・資産・リスク分析(FRA) – 両サイドのFRAが期待される

 サプライチェーン情報が限定的

 営業損失に対する理由説明が不十分

 価格ポリシーを述べる際の透明性欠如

 移転価格文書が古すぎる

 ローカルファイルの内容がマスターファイル / 関連者間契約書の内容と一致していない

 関連会社情報を決算報告書 / 法人税申告書での記載内容と比較

 特定取引に対する文書化要求の増加 – 関連者間サービス、IP、関連者間金融支援、コスト負担

 証憑類が不十分

Case 1: 製造・販売会社における対応 <STEP3>

ベトナム移転価格文書に見られる問題点・落とし穴 （COVID-19以前）



Copyright © 2020 Deloitte & Touche LLP. All rights reserved. 21

 機能分析に関して、第三者間の情報と自社の情報（LF、移転価格ポリシー、MF、関連者間契約書等）を精査すること

 検証対象会社が損失を負担するポジションをサポートする場合、第三者間の商業上のプラクティスと自社の資料（過去ローカルファイル、移転価格価格ポリシー、関
連者間契約書等）を精査した上で、機能分析と企業特性（Characterization) を戦略的に記載することが必要

 必要に応じて、自社の既存資料を改訂する必要（損失が確定する前が望ましい）

 経済分析に関して、ローカルの税務当局の観点を踏まえた上で、比較可能性と差異調整は慎重に実施すること

 経済分析は税務当局の観点を十分踏まえた上で実施すること。目的は、技術的に高度な経済分析を行うことでなく更正されないこと。
 特殊要因分析を実施する場合、検証対象会社にとって本当に特殊な状況であったかを精査すること。
 COVID-19は同業種の法人間であっても景況の影響差があり、比較対象会社のサンプルが少ないからといって安易に業種・業態の異なる法人を比較対象会社と
して用いるべきでない。（特に合算損失の場合は利益分割法の適用可能性は残しておく）

 Step2で決定したポジションをサポートする説明能力の高い移転価格文書を作成すること

 事実分析、機能分析、産業分析、経済分析が全て一体となって納税者のポジションをサポートすることが重要（必要に応じて他のTPMでの補足分析も準備）
 移転価格調査の対応戦略を考慮した上で、当該戦略を織り込んだ説明能力の高い移転価格文書を作成すること（コンプラ目的のTPDになってはいけない）
 文書化の内容をサポートする納税者に有利な証憑を事前に準備しておくこと

 文書化作成の過程でリスクエリアを本社/地域統括会社やナショナルスタッフと共有して対応策を事前に検討しておくこと

 リスクの高い取引がある場合は、文書化のポジションが税務当局から指摘される場合に備えて、事前にシナリオ分析や想定問答を準備しておくこと
 税務当局から上記ポジションを否認された場合に備えて、セカンドベストのポジションを事前に準備しておくこと（但し、セカンドベストのポジションは最初のポジション
と理論的に大きく乖離してはいけない）

 文書化作成を通じて、ナショナルスタッフの移転価格に対する問題解決能力を向上させること

Case 1: 製造・販売会社における対応 <STEP3>

COVID-19を勘案したFY20以降のベトナム移転価格文書作成における留意点
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Case 2: ロイヤルティ取引における対応
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Case 2: ロイヤルティ取引における対応 <STEP1>

IP

オーナー

IP

ライセンシー

製造IP

(生産技術、配合等)

マーケティングIP (

商標、ロゴ、顧客リ
ストなど)

2. IPの実体 3.CUP分析がない
1. CUP分析の陳腐化

9. IPオーナーがIP

の法的所有権を保有
していない

8. ロイヤルティ料率引
き上げに対する詳細分
析・説明がない

7. IPの独自性に
係る説明不足

6. 移転価格ポリシー・マスターファ
イルとローカルファイルの不整合

4. IPオーナーによ
る価値創造の立証
が不十分

5. MOST/DOST
に未登録

ベトナム税務当局（GDT）が指摘する潜在的な論点とリスク
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1. CUP分析のレ
ビュー及び更新

2. 財務分析を含むIPの
実体に係る分析の実施

3. 強固なCUP分析（内部及
び外部）の実施

4. DEMPE分析の実施

5. 
MOST/DOST
へのIP登録

6. 移転価格ポリシー・マスターファイル・ローカルファイ
ルをレビューし、必要に応じて修正

7. 移転価格専門家と協業し、移転価格調査や訴訟を見
据えた強固なサポート資料を作成

Case 2: ロイヤルティ取引における対応 <STEP2&3>

IP

オーナー

IP

ライセンシー

製造IP

(生産技術、配合等)

マーケティングIP (

商標、ロゴ、顧客リ
ストなど)

2. IPの実体 3.CUP分析がない
1. CUP分析の陳腐化

9. IPオーナーがIP

の法的所有権を保有
していない

8. ロイヤルティ料率引
き上げに対する詳細分
析・説明がない

7. IPの独自性に
係る説明不足

6. 移転価格ポリシー・マスターファ
イルとローカルファイルの不整合

4. IPオーナーによ
る価値創造の立証
が不十分

5. MOST/DOST
に未登録

移転価格リスクを低減させるための文書化及びサポート資料の作成
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ベトナムにおけるIPライセンス料控除に係る要件

 ロイヤルティ契約

 プライシングポリシー

 内部/外部CUP分析 (必須・更新要)

 ロイヤルティの支払いを正当化するための現地法人の過去の財務実績

 IP保有者のIP所有権

 (稀) グループのDEMPE分析

準備が求められる基礎資料

 選定された比較対象取引の契約書
 比較可能性を証明するエビデンス
 包括的/排他的
 比較対象取引に係る契約書の有効性

CUP分析のサポート資料

 みなし利益とされないためのコンプライアンス
 IPの必要性を説明（製造/マーケテイングIP 、若しくはそ
の両方）

 請求額が独立企業間価格であることのサポート

文書の目的

 IP使用によって得られる便益を証明するエビデンス

 CUP分析及び適切なサポート資料

 請求に係るメカニズム/ 料率のグループ内における一貫

した適用

 契約書、インボイス、支払証憑類等の十分なサポート資

料

 以下の場合、費用は控除対象外とみなされる：

 請求者がDEMPE機能のいずれにも関与していない

 IPの創設実体又は資金能力を有していない

 請求者がIPを保有していない

 請求者が、法人税非課税国の居住者となっている

Case 2: ロイヤルティ取引における対応 <STEP2&3>

移転価格リスクを低減させるための文書化及びサポート資料の作成
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1. GDTはロイヤルティ取引に関してどんなコメントをしているか？
（もしまだなければどんなコメントが想定されるか？）

2. COVID-19状況下のロイヤルティ取引に関して納税者が特に
留意すべきことは何か？

Case 2: ロイヤルティ取引における対応 <STEP2&3>
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3. 税務調査マネジメント＜Step 4＞
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税務当局は、納税者が以下の条件を満たしている場合に、コンプラ
イアンス違反とし、みなし移転価格、利益、利益配分適用します

• 関連者間取引情報開示の遅延、若しくは誤った情報の開示

• 移転価格文書開示の遅延

• 比較可能分析における信頼性が低いデータの使用

• 調査における説明やサポート資料の不足

ペナルティ及びみなし移転価格、利益、利益配分から生じる徴収額

• 遅延利息: 1日当たり追徴税額の0.03%

• 過少申告: 申告不足額の20%

• 脱税: 脱税額の1-3倍

Step 4: ベトナムにおける税務調査マネジメント

税務調査データ 2015年 – 2019年
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2020 計画 2020年

1～5月の状況

予算収集計画:

• 2020年:VND1,512,300bil

2020年の税務検査計画

1. 税務調査件数: 活動中の会社の19.5%以上 (～136,500社) 

2. フォーカスされる会社：

 何年も税務調査を受けていない (特に大企業)

 TPのリスクが高い

 税制上の優遇措置を受けている

 税金還付のリスクが高い

2015年1～5月の成果 ( LOW ) :

2020年5月までの累積結果: 回収額 VND577,000 bil、2020年計
画の38.2%、2019年同時期と比較して9.2%減少

2020年の1～5月における税務調査

1. 税務調査件数 15,159件 (実地調査) 、課税額 8,686.14億ド
ル (*)

2. TP調査: 48社、課税額: VND 173.77 bil、Loss deduction
の否認: VND 891.18 tbil

(出典: GDT)

(*) :2020年の税務調査は計画の11.1%となっている。この結果は、
2019年の同時期 (2019年の最初の6カ月間だけでも、税務当局は
35,300件以上の税務調査を実施) よりもはるかに低い

(出典: MOF)

Step 4: ベトナムにおける税務調査マネジメント

2020年における税務調査の動向
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01

02

03

税務調査強化を継続: 一時的に2020年の税務調査計画を調整することはせず、Covid-19収束後に大々的に調査計画

を実行に移す

調査業務におけるITの活用推進: 電子手帳の活用、調査をサポートするソフトウェアやTP調査用に業界の利益率デー
タベースを開発

リスクベースの調査手法の適用: 予算の歳入に重大な影響を与える問題 (税金還付、税制優遇措置) については、税

務調査時の税務処理がより保守的かつ厳格になる

.

• 納税者のコンプライアンス強化
• COVID-19 状況下、予算達成のための徴税増加

目的

04 他所管官庁の関与: 前年度比では減少。特に2020年においては、State Auditは企業の予算義務の調整は行わない

05 税務調査におけるフォーカス領域: 不動産、資本移動、税還付、移転価格、電子商取引、インセンティブ

(*) Summary based on the directive documents of the MOF, the tax authorities and Deloitte's observations

Step 4: ベトナムにおける税務調査マネジメント

2020年における税務調査の動向
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Step 4: ベトナムにおける税務調査マネジメント

移転価格調査の動向 （従来から）

 以前の移転価格税務調査では、ローカルファイルを作成しておけば、その中身について細かいテクニカルを問われるケースが少なかった。その為
(累損を抱える会社で無ければ)ローカルファイル及び移転価格Formの作成・提出により、かなりのディフェンスが可能であった。

 対象年度中、多額の赤字が出ている場合については、累損を一掃する形のキャッシュアウトを伴わないケースが多かった。また、それ以外のテク
ニカル的な側面について問われる事は少なかった。

 複数年度検証も実務上、税務調査では認められているケースが多かった。
(Decree20号の下で各文書の期日が明確化された事から、2017年度以降は、単年度検証を行う必要性が高まっている。)

 以前に税務調査を受けていない会社、損失を計上している会社・製造業及び優遇税制を受けている会社がターゲットとなっている。(Decree20号
施行以降においても、同様の傾向が継続)

 ベトナムの税務調査は、ロジックよりも形式を重視する特徴が強い為、OECDガイドラインに沿ったロジックの文書を作っても、ベトナムの移転価格
税制の規定に即した要件・書類を具備していない場合、更正の対象となるリスクがとても高い。(Decree20号施行以降も同様の傾向が継続)

 更正については、ベトナム税務局独自で作成した“Secret Comparable”をベースに推定課税を課せられるケースが多い。 (Decree20号以降も同
様の傾向が継続)
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Step 4: ベトナムにおける税務調査マネジメント

移転価格調査の動向 （Decree20号以降）

 年々、移転価格税務調査の件数が増加しており、且つ、調査内容も厳格化してきている。以前は、対処策として、ローカルファイルの作成がとても
重要であるケースが多かったが、現在では、ローカルファイルの内容についてテクニカルな質問を受けるケースが増えてきており、単にローカル
ファイルを作成するというだけでは十分でなくなってきている。

 他国同様、ロイヤリティーやマネジメントフィー等の関連者との役務提供契約についてのより突っ込んだ調査が増え始めている。(会社の営業利益
率については更正を受けなかったが、関連者との役務提供の料率等については更正を受けたというケースも出ている)

 利益水準が四分位レンジ内に収まっていても、中央値よりも低い場合には中央値まで更正されうる。（ただし、更正における実務上の取扱いであ
り、明文化はされていない）

 Decree20号の下で各文書の期日が明確化された事から、2017年度以降は、単年度検証を行う必要性が高まっている。

 以前に税務調査を受けていない会社、損失を計上している会社・製造業及び優遇税制を受けている会社がターゲットとなっている。Decree20号施
行以降も同様の傾向だが、優遇税制の適正性については精査がより厳しくなってきている。

 元々、税務調査の厳しさは、それぞれの管轄税務局によってかなり温度差があったが、Decree20号以降は、その傾向がより強くなっており、十分
な注意が必要である。(南部：Dong Nai・Ho Chi Minh。北部：Hai Phong・Hanoi・Hung Yen省等)

 ベトナムでの移転価格税務調査が、税務局の予算達成の為により厳しくなっている。それに応じて、前頁に記載した通り、ロジックベースの議論が
スムーズに通用しないケースも今後増加が予想される。ベトナム税務局に通用する言語や(ベトナムで適切と考えらえる)ロジックも混ぜ合わせな
がら、管轄税務局(状況によってはハノイ税務総局)と議論していく必要性が、今後より求められる。(調査チームメンバー・その部門長、或いは管轄
税務局の実務部門の責任者やハノイ税務総局等と円滑なコミュニケーションが取れるリレーションを構築しておく事は、今後、税務局の税務調査
が厳しくなってくるに従い、より重要になってくる点である)
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Step 4: ベトナムにおける税務調査マネジメント

移転価格調査の動向（ポストBEPS以降）

調査トレンド

同時文書化、高品
質、包括的な移転
価格文書

移転価格の
新たな論点

ハイリスク取引

ハイリスク企業

同時文書化、高品質、包括的な移転価格文書
− 契約内容と実際の活動 / 移転価格文書との一致
− 一貫したグループ移転価格ポリシー

ハイリスク取引
− ロイヤリティ支払
− グループ内役務提供
− グループ内資金調達

ハイリスク企業
− 多額の関連者間取引
− 連続赤字、低マージン、変動激しいマージン
− 多額の国外支払
− 低税率国企業との取引
− 過去の事業再編
− 無形資産の国内開発
− 特定のセクター / 産業に対する調査

比較対象企業以外の移転価格の新たな論点
− 限定的リスク企業に求められる一貫したマージン
− グループ内資金調達活動
− リスクコントロール- 赤字生産ラインの移転



Copyright © 2020 Deloitte & Touche LLP. All rights reserved. 34

Having audit and inspection functionPolicy – Legal affairs section 

Ministry of Finance 
(“MOF”)

General Department of 
Taxation (“GDT”)

Policy Dept.
Dept. of 

International 
Cooperation 

Large 
Enterprise 

Dept.

Legal Affairs
Dept.

Internal 
Examination

Dept.

Tax
Inspection &
Audit Dept.

• There are total of 17 Dept./Units directly under GDT;
• GDT conducts tax audit/inspection according to their annual tax 

audit & inspection plan which is approved by MOF.

Local Tax Departments
(“LTD”)

SMEs, 
Household and 
individual Dept.

• There are total of 63 LTDs under GDT;
• LTDs conduct tax audit/inspection according to their annual tax 

audit & inspection plan which is approved by GDT.

Hanoi Tax 
Dept.

Ho Chi Minh 
City Tax Dept.

Bac Ninh Tax
Dept.

Hai Phong Tax
Dept.

Hung Yen Tax
Dept.

Dong Nai Tax
Dept.

Vinh Phuc Tax
Dept.

Binh Duong
Tax Dept.

Other 56 local 
Tax 

Departments

Step 4: ベトナムにおける税務調査マネジメント

ベトナム税務当局の組織図
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STEP 2

税務調査

STEP 3

税務調査後

STEP 1

税務調査前

• 潜在リスクの評価、税務調査方針決定

• 納税者への調査実施通知送付

• 問題の特定

• オフサイトの税務調査

• Tax Audit (TA) 、 Tax Inspection 
(TI) Minutesへの署名、課税決定、ペ
ナルティの決定

• TAやTIで最終決定されていない問題に
対するコメント

• 最終決定事項に係る税務当局への異議
申し立て

Step 4: ベトナムにおける税務調査マネジメント

税務調査の一般的なプロセス
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Tax Inspection

決定通知発行日
から3営業日以内

発行日から15営業
日以内

• GDT: 最大45
営業日

• LTD: 最大30
営業日

フィールドワーク

フィールドワーク前

調査決定通知の発行と納
税者への送付(*)

規定なし

TI/TA minutes の発行

通知

フィールドワーク 調査期間終了の少なくとも5日前;
GDT: 最大25営業日
LTD: 最大15営業日

延長

Tax Audit

決定通知発行日
から3営業日以内
(*)

発行日から10営業
日以内

最大5営業日
(2020年7月1日
からは10営業日)

フィールドワーク終
了後5営業日

調査期限終了の少なくとも1日前。最長5
営業日の延長 (2020年7月1日からは
10営業日)

フィールドワーク後

(*) 納税者は、決定通知を受領した日から5営業日以内に、書面によりTA/TIの延期を提案することが可能。

Step 4: ベトナムにおける税務調査マネジメント

税務調査の詳細プロセス
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Tax 
Inspection

署名済レポートの受領日から15
営業日以内

フィールドワーク後

最終結論と決定

報告、結論のドラフト

TIフィールドワークの終了日から15
営業日以内

規定なし
結論は、すべてのTIにおいて発行されなければなら
ないが、TAについては税額調整がない場合にのみ
発行される。

最終結論と決定通知

Tax Audit
Tax Minutesへの署名日から5
日以内

Tax Minutesへの署名日から7
営業日以内 (複雑なケースの場
合は最大30営業日)

最終結論への署名日から10日以内

Step 4: ベトナムにおける税務調査マネジメント

税務調査の詳細プロセス
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Deloitte Approach

• ベトナムのレギュレーション

と国際的ながガイダンスの

両方に基づく論点の共有

と、積極的な税務当局への

働きかけを実施

• エンゲージメントチームと政

府関係チーム ( GRT ) と

強力に連携

• 国際的に適用されている定

量基準を共有し、当該基準

を納税者の既存のベンチ

マーク分析へ適用

• バリューチェーン分析を実施

し、納税者の機能・リスク、

所得配分を丁寧に説明

• エンゲージメントチームと

GRTが協力して、仮想的な

シナリオの中で、かつ税務当

局の言語で、意味のある解

決策の提示と適切な議論を

実施

• 税務調査期間中、税務当局

と直接議論を実施

• 最終結果: ~USD 3 

million（ペナルティを含む）を

セーブ

 納税者は、既存の移転価格

ポリシーを大幅に変更し、バ

リューチェーンの見直しを開

始

 Deloitte Vietnamは信頼

されるビジネスパートナーと

なり、税務当局と顧客の間

の架け橋となった

デロイトの

関与 テクニカル GRTの関与 最終結果

• 設立年月日: 2014年

• 業種: 電子機器製造業

• 税務当局の発見事項: 納税者

はTPポリシーを持っておらず、

長年に亘って継続的に損失を

計上しており、高いTPリスクを

抱えていた。

• 税務当局のアプローチ: 既存

の経済分析で選定された比較

対象企業を多数除外し、シーク

レットコンパラブルを使用し適

正利益を算出

• 潜在的な影響額: ～USD 5 

million (ペナルティを含む)

背景

Step 4: ベトナムにおける税務調査マネジメント

実際の調査対応事例
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1. ポストCOVID-19でGDTの調査のフォーカスポイントはどこにな
るか？COVID-19前後で何が変わるのか？

2. ベトナムの移転価格調査対応する上で、納税者が特に留意すべ
き点は何か？

Step 4: ベトナムにおける税務調査マネジメント
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4. 日本本社及びRHQの観点
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日本本社及びRHQの観点

Post-BEPSとCOVID-19状況下で、本社と地域統括会社はアセアンの移転価格リ
スク管理の観点から何をしなければならないか？

国際課税原則の再構築（BEPS)

BEPS最終報告の3本柱

実質性

• 無形資産
• リスク

透明性

• 移転価格3文書
• 情報交換

整合性

• ミスマッチの
無効化

• 有害税制

「実質性」を重視した「利益を生み出す経済活動が行われ、
価値が創出される場所で、適切に課税されるべき」

従来に増してグローバルベースでのより広範なグループ関連
情報の開示

各国税務当局の移
転価格調査リスク

各国同時多発的な
調査リスクの増大

A国

B国
税制改正
執行体制整備中

【当局サイド】

重要な無形資産の形成、グローバルベースでの高付加価値ビジ
ネス、低コストを目指したグローバル供給体制の構築

親会社、地域統括会社、海外拠点機能区分の多様化による移
転価格の複雑化

開発力

• R&D
• 企画・戦略

販路拡大

• マーケティング

• 共有体制強化

グローバル
マネジメント

• 人材（人財）
• 組織強化

海外市場への積極的な進出

【企業サイド】
企業理念・企業ビジョンの実現

C国

グローバル移転価格ポリシー
戦略的な移転価格ポリシーを策定
し、効率的且つ効果的に実現する為
のオペレーションマニュアルや調査
対応マニュアルを作成することが重
要

経済実態

利益を生み出す経済活動が実在す
るか、高付加価値創出される経済
活動の実態が存在するか

３層構造の新移転価格文書

サポート資料

３層構造の新移転価格文書を通じ
てグループ全体の税務ポジション
を明確にすることが重要

関連者間取引に係る契約書、価格
決定のメカニズム、ベネフィット
テストのサポート資料等々

各国税務当局

• COVID-19の影響で各国の税収が大幅
に減少→BEPSを利用した移転価格調
査によって各国の課税権の拡大を図る

コロナ禍
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5. Key takeaways
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5 Key takeaways

各国個社対応でなく、本社とRHQを含めたグループ全体で戦略的に対応すること（優先順位とタイミング）01

貴社にとって有利なポジションをサポートする資料はグループ全体で今から準備すべき
02

将来の税務調査に備えたNSを含めた事前の徹底した準備が重要 ＜Audit management＞03

グループ全体で税務関連コスト（移転価格以外も）の削減を目指し、各国の税務実務の見直しを行うこと04

COVID-19への対応を利用して移転価格リスク管理や税務ガバナンスを向上させること05
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Deloitteの役割
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Deloitteの役割
ご要望に応じた支援

 付加価値の高い移転価格文書
税務調査や訴訟を見据えた強固な移転価格文書を作成

 本社・RHQ主導の移転価格文書作成
現地の税務調査とグループポリシーを考慮した移転価格文
書を作成

 切出損益の作成
調査対応や移転価格管理上必要な切出損益の作成をサ
ポート

 関連者間契約書
関連者間契約作成のアドバイス

 TP戦略
将来の税務調査を見据えて、税務当局の見解や戦
略的な分析を基に税務ポジションを確立

 ベンチマーク分析
CoVid-19の影響を加味したベンチマーク分析を
実施

 移転価格オペレーションの最適化
運用ポリシーの導入や価格調整メカニズムの導入
を支援

 無形資産・グループ内役務提供（IGS）ポリシー構
築のアドバイス

 金融移転価格サービス

 移転価格リスクアセスメント
現状のレビュー＆想定される論点とリスクを特定し、対応方法
についてアドバイス

 関連者間契約書＆第三者情報の分析
COVID-19状況下のグループ全体のリスク配分の整理

 移転価格プランニング/バリューチェーン分析/DEMPE分析
新たに発生した（する予定）の取引に対し、移転価格税制の観
点からアドバイスを提供

 移転価格調査マネジメント
移転価格調査に移行させない＆移転価格調査を最
小限に抑えるためのノウハウを提供

 移転価格調査対応支援
課税額を最小限に抑えるためのサポートを実施

 現地ナショナルスタッフへのトレーニング
ナショナルスタッフの移転価格税制に対するハードル
を下げ、より複雑な移転価格問題に対応できるような
教育を実施

 APA / MAP 戦略
これまでのAPA/MAPの経験を活かし、納税者にとっ
てベストなソリューションを提供

Step 3

Step 2Step 4

Step 1
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Deloitte Vietnam

Hanh Dinh
パートナー
移転価格リーダー
Deloitte Vietnam

Hanh has joined Deloitte Vietnam since 1996 after her graduates from 
National Economics University (Hanoi). She completed her Master 
Degree and also undertook various overseas service-specialized short-
term trainings with Deloitte South East Asia, Asia Pacific teams. As 
such, Hanh has built a wide network among Deloitte South East Asia 
and Asia Pacific teams through various cross-border projects of 
Deloitte.

Hanh has played a key role in Transfer Pricing service line of Deloitte. 
She deeply involved in providing transfer pricing services to large 
projects in various industries.

With over 24 years of professional experience practicing audit and tax 
advisory in Deloitte Vietnam, she has abundant knowledge and 
experiences in serving foreign-direct-investment and private groups.

高石 元
ディレクター
Japanese Services Group
Deloitte Vietnam

ベトナムに進出する日系企業に対する会計・監査・税務及びアドバイザリー業
務につき15年超の経験を有する。 2002年6月にデロイトアジアパシフィックに
入所、同年9月よりベトナムホーチミン市での赴任を開始 (至現在) 日本にお
いて、ベトナム会計基準や税法に関する日本語での書籍の執筆及びニュースレ
ターの発行を行う。 日本・ベトナムにおいて、ベトナムに関する会計・税務セ
ミナー講師をつとめる。
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Deloitte Southeast Asia

五十嵐 潤
パートナー
SEA地域
日系移転価格サービスリーダー
Deloitte SEA/Singapore

2020年にデロイトシンガポール事務所に入所し、主に日
系企業を対象とした東南アジア（SEA）地域に係る移転価
格コンサルティングサービスのリーダーを担当している。
当事務所に入所する前は、2005年から2012年まで某4
大ファームの東京事務所及び米国事務所（Washington 
National Tax及びニューヨーク）にて移転価格サービスに
従事し、2012年より2019年まで某4大ファームのシンガ
ポール事務所にて、移転価格パートナー並びにジャパンデ
スク統括リーダーを兼務していた。日本、米国、シンガポー
ルの各事務所において、多様な業界の日本企業・外資系
企業に対して、移転価格リスク分析、移転価格プランニン
グ、各国税務当局とのAPA（事前確認）･相互協議サポート
等の移転価格政策を中心とした国際税務戦略のアドバイ
ザリー業務、移転価格調査対応、移転価格争訟サポート
など数多くの案件を担当。

- 米国公認会計士
- 米国ジョージタウン大学院ロースクール（租税法）
- 豪州Monash大学修士（経営システム）
- 早稲田大学法学部卒

Navarro Carlo
パートナー
SEA地域移転価格サービスリーダー
Deloitte SEA/Philippines

外資系金融会社を経てデロイト トーマツ税理士法人に入
社し、以来移転価格コンサルティング業務に従事し、数多
くの日系多国籍企業に対して移転価格プランニング、 移
転価格調査対応、移転価格設定方針の策定、相互協議
サポート、事前確認等を含む様々な移転価格コンサル
ティングに専門家として関与。

主に日系大手電機メーカー、ライフサイエンス、消費財
メーカー、商社等に関与した経験をもち、各国の税務当
局との協議に立ち会った経験を有する

上田 理恵子
パートナー
移転価格ナショナルリーダー
Deloitte Japan

Deloitte Japan

Carlo L. Navarro is currently Deloitte's SEA Transfer 
Pricing Leader and heads Deloitte's SEA Transfer 
Pricing Center located in Manila, Philippines. Before 
joining Deloitte, Carlo led transfer pricing and 
international tax practices of Big 4 firms around 
Southeast Asia to assist clients in international 
corporate restructuring and planning and tax-effective 
supply chain transformations. 

He has over 20 years of experience working in various 
jurisdictions in Southeast Asia (Cambodia, Indonesia, 
Laos, Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam) as an 
International Tax and Transfer Pricing practitioner, 
giving him practical experience in dealing with Tax 
Authorities of these countries. He has assisted clients 
in various phases of transfer pricing engagements, 
from planning, documentation and audit defense to 
negotiating APAs and MAPs. 

Carlo completed his post-graduate studies in 
International Tax Law at Harvard Law School, Harvard 
University in Cambridge, Massachusetts, USA and his 
Law and Political Science studies from the University of 
the Philippines (Diliman).
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ベトナム 移転価格税制概要
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備考

移転価格税制の導入年 2006年（実質） Circular 117/2005/TT-BTC

関連者の定義 持株比率25%以上
他の定量基準（貸付金の額）および実質支配基準も規
定あり

国内取引への適用 あり

PE（支店等）への適用 あり

移転価格算定方法 CUP/CP/RP/PS/CPM 最も適した方法を適用

税務申告時の開示義務 あり 関連者間取引の概要

税務申告期限 年度終了後90日

文書（LF）作成義務 あり 文書化していない場合は推定課税されうる

文書（LF）の提出期限 要求から15/30営業日以内

文書の言語 ベトナム語

加算税 追徴税額の20% 不正があった場合は100～300%

延滞税 1日当たり0.03% 2016年7月から適用（それより前は0.05%）

時効 10年

APA 可（国内／二国間／多国間） 2013年7月導入

ベトナム 移転価格税制概要
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ローカルファイル（LF） マスターファイル（MF） 国別報告書

作成/提出
義務者

ベトナム法人、またはベトナムに恒久的施設（PE）を有する外国法人

作成/提出
義務の
要件

以下のいずれかに該当する場合、作成が必要*1

• 総収入額が500億ドン以上
• 関連者間取引高が300億ドン超

【究極親会社が外国法人】
究極親会社の所在国で国別報告書の提出が

義務付けられている場合、
そのコピーの提出が必要

【究極親会社がベトナム法人】
グループの連結総収入額が18兆ドン超の場

合、作成・提出が必要

作成期限 法人税申告期限

提出期限
税務調査において提出が求められた場合15営業日以内
税務調査開始前に提出が求められた場合30営業日以内*2 法人税申告書に添付して提出*3

使用言語 規定なし（実務上はベトナム語）

適用開始 2017年5月1日以後に終了する事業年度

追加作成
Form02/03（LF・MFの記載内容チェックリスト）を

法人税申告書に添付
なし

*1：金額が超えていても、一定の要件を満たす場合は作成義務が免除される。

*2：15営業日の延長が可能（一度のみ）。

*3：期限までに究極親会社から国別報告書のコピーが入手できない場合は、その理由を法的根拠に基づき説明する書面を提出する。

ベトナム 移転価格文書化義務の概要
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特徴

 関連者の範囲が非常に幅広く、25%以上の持株比率で関連者とみなされる。

 文書化が義務付けられている。税務当局から提出を求められて期限内に提出できなかった場合、特別な罰則規定は無いが、税務当局側の一方的な分析による更正（推定課税）
が可能となる。

 移転価格調査は、通常の法人税調査の過程で実施されることが多い。最近は特に移転価格にフォーカスした調査が行われるケースもある。

 報道機関に具体的な企業名が提示され、不適切な移転価格による取引を行っているという批判的な記事が報道されることがある。

最近の動向

 2017年2月に移転価格規則が改正された（Decree 20）。5月以降に終了する事業年度から適用開始。

 マスターファイル（MF）および国別報告書の導入

 ローカルファイル（LF）の内容の追加・詳細化、作成期限の明確化および提出期限の短縮

 ローカルコンプ（同一国内の比較対象企業）優先の明記

 関連者の定義の変更（持株比率基準を25%に引き上げ等）

 2017年6月にDecree 20の補足通達（Circular 41）が公表された。

 しかし、期待されていた国別報告書の取り扱いについての規定は非常に限定的だった。

移転価格税制の特徴及び最近の動向
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 2017年5月からローカルファイル（LF）・マスターファイル（MF）・国別報告書の作成が義務付けられた。

 作成期限は法人税申告期限（事業年度末から90日）。

 LFおよびMFは、現地法人の売上高が500億ドン（約2.5億円）または関連者間取引高が300億ドン（約1.5億円）以上あれば作成義務が生ずる。

 国別報告書は、グループの究極親会社がベトナム国外に所在し、その所在国において提出義務がある場合には、現地法人にも提出義務が生ずる（究極親会社に提出義
務が無ければ提出不要）。

 税務当局から提出を求められて期限内に提出できなかった場合、特別な罰則規定は無いが、税務当局側の一方的な分析による更正（推定課税）が可能となる。

 税務調査において税務当局から要求があった場合には、移転価格文書（LF）を15営業日以内に提出する必要がある。

 税務調査開始前の場合には、30営業日以内（15営業日の延長可）。

 比較対象企業は、ベトナム国内に所在する企業（ローカルコンプ）優先。

 比較対象企業との重大な差異が存在する場合の調整は、レンジの中央値を基準として行う。

 移転価格文書はベトナム語版を提出することが求められる。

 規則上は言語の指定は無いため作成時は他言語でも許容される可能性はあるが、実務上は税務当局への提出書類は全てベトナム語でなければならない。

移転価格文書化の制度及び動向
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 移転価格調査は、通常の法人税調査の過程で実施されることが多いが、最近は特に移転価格にフォーカスした調査が行われるケースも増加している。

 税務調査の20%以上を移転価格に関する調査とすることを税務当局は表明している。

 移転価格調査体制が急速に強化されており、ハノイの税務総局や一部の地方税務当局には、移転価格専門チームが組織されてきている。

 移転価格文書が税務当局に適時に提示されない場合に、移転価格調査が行われ「推定課税」がなされる事例が多い。

 報道機関に具体的な企業名が提示され、不適切な移転価格による取引を行っているという批判的な記事が報道されることがある。

 Decree 20の補足通達（2017年6月公表）において、移転価格更正の基準値はレンジの中央値とすることが明記されたため、税務当局は中央値を実質的な最低基準とみ
なす恐れがある。

 2013年7月から改正租税管理法が施行され、更正のペナルティが増額された（税額の10%→20%）。

 2016年7月から延滞税の金利が引き下げられた（1日当たり0.05%→0.03%）。

移転価格調査の動向
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APAの概要

Ministry of 
Finance 

以下の承認:

• APA交渉
• APAの結論
• APAの改訂
• APAの延長
• APAの取消し;
• APAのキャンセル

General Department 
of Taxation 

Provincial Tax and 
other Departments

各機関の役割と関与

APA ステージ

納税者は、APAの実現可能性についてGDTと協議する。APAチームは、内容を精査し、30日以内に正式申請の承認/却下について通知する。

• 納税者は120日以内にAPAを申請する／延長: 最大30日（ただしAPAチームに書面で合理的な理由を示す必要あり）

• APA申請資料はベトナム語で用意する必要がある。二国間APAまたは多国間APAの場合には、英訳も併せて用意が必要。

タイムライン

• APAチームは90日以内に申請内容について審査を実施 （時間が非常にタイトな為、実質的に事前相談段階で実質的な審査が行われる）
• 延長: 必要に応じて最大60日
• キックオフミーティング: 審査完了後15日以内に審査結果についての協議を実施

• 国内APA: APAの内容は税務当局が作成し、納税者に事前に送付
• 二国間又は多国間APA: 所管当局は、当該事案について相互に通知し、協議し、交渉する責任を負う

税務当局と納税者の双方が合意したAPA（ドラフト）は、締結、翻訳、署名、捺印される
有効期間: 最長5年及び5年延長 （ロールバックについては規定されていない）

1
事前相談

申請

3
審査

4
交渉

5 合意

2

Law No. 21/2012/QH13 dated 20 November 2012 
amending the Tax Administration Law, effective from 1 July 
2013

法令

Decree No. 83/2013/ND-CP dated 22 July 2013 amending 
the Tax Administration Law and the Law amending the Tax 
Administration Law, effective from 15 September 2013

2020年に新法令が施行される予定

法律

通達
Circular No. 201/2013/TT dated 20 December 2013 guiding 
implementation of APA, effective from 05 February 2014

法制度

• 申請書類の受領
• APAの交渉、締結、改訂、延
長、取消し、キャンセルを実施

• APA期間のモニタリング

• 交渉プロセスへの参加
• 意見・提言
• 地方税務局の管理機能に
沿ったAPAの実施
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Deloitte SEA 及び Japan 移転価格チーム
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Deloitte SEA 移転価格チーム

Country ローカル移転価格専門家 日本人専門家

SEA統括

Navarro, Carlo
Partner (SEA TP Services Leader)
canavarro@deloitte.com
+63 2 8 581 9035

五十嵐潤 / Jun Igarashi
Partner (SEA Japanese TP Services Leader)
juigarashi@deloitte.com
+65 9244 3909

Singapore

See, Jee Chang
Partner (National Leader)
jcsee@deloitte.com
+65 6216 3181

五十嵐潤 / Jun Igarashi
Partner
juigarashi@deloitte.com
+65 9244 3909

下川 直輝 / Naoki Shimokawa
Manager (デロイト日本から出向）
nshimokawa@deloitte.com
+65 6216 3129

Thailand

Stuart Simons
Partner (National Leader)
ssimons@deloitte.com
+66 (0) 2034 0135

米岡光二郎 / Kojiro Yoneoka
Director
koyoneoka@deloitte.com
+66 2034 0000 Ext. 14498

Malaysia

Goh, Theresa
Partner (National Leader)
tgoh@deloitte.com
+60 3 7610 8837

秋元啓孝 / Hiroyuki Akimoto
Senior Manager
akimoto@deloitte.com
+60 3 7610 8905

mailto:canavarro@deloitte.com
mailto:jigarashi@Deloitte.com
mailto:jcsee@deloitte.com
mailto:jigarashi@Deloitte.com
mailto:nshimokawa@deloitte.com
mailto:ssimons@deloitte.com
mailto:koyoneoka@deloitte.com
mailto:tgoh@deloitte.com
mailto:akimoto@deloitte.com
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Deloitte SEA 移転価格チーム

Country ローカル移転価格専門家 日本人専門家

Vietnam

Dinh, Hanh
Partner (National Leader)
handinh@deloitte.com
+84 24 710 50050

高石元 / Gen Takaishi
Director（Tax）
gtakaishi@deloitte.com
+84 28 710 14342

Indonesia

Kiantiong, Roy
Partner (National Leader)
rkiantiong@deloitte.com
+62 21 5081 8900

Balim, Balim
Partner
bbalim@deloitte.com
+62 21 5081 8807

南野啓 / Satoshi Minamino
Manager （デロイト日本から出向）
saminamino@deloitte.com
+62 21 5081 9067

Philippines

Navarro, Carlo
Partner (National Leader)
canavarro@deloitte.com
+63 2 8 581 9035

花岡広之 / Hiroyuki Hanaoka
Director（Tax）
hhanaoka@deloitte.com
+63 2 581 9098

mailto:handinh@deloitte.com
mailto:gtakaishi@deloitte.com
mailto:rkiantiong@deloitte.com
mailto:bbalim@deloitte.com
mailto:saminamino@deloitte.com
mailto:canavarro@deloitte.com
mailto:hhanaoka@deloitte.com
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Deloitte Japan 移転価格チーム

Country ナショナルリーダー 東南アジア地域担当

Japan

Rieko Ueda/上田理恵子
Deloitte Tohmatsu Tax Co.
Partner (National Leader)
Office: +81 80 1397 4083
Email: rieko2.ueda@tohmatsu.co.jp

Itaru Takaki/高木格
Deloitte Tohmatsu Tax Co. Tokyo Office
Transfer Pricing Senior Manager
Office: +81 80 4174 4508
Email: itaru.takaki@tohmatsu.co.jp

Ai Yoshimura/吉村愛
Deloitte Tohmatsu Tax Co. Osaka Office
Transfer Pricing Manager
Office: +81 80 4183 7318
Email: ai.yoshimura@tohmatsu.co.jp

Norihisa Niibori/新堀徳久
Deloitte Tohmatsu Tax Co. Tokyo Office
Transfer Pricing Manager
Office: +81 70 1473 8948
Email: norihisa.niibori@tohmatsu.co.jp

mailto:rieko2.ueda@tohmatsu.co.jp
mailto:itaru.takaki@tohmatsu.co.jp
mailto:ai.yoshimura@tohmatsu.co.jp
mailto:norihisa.niibori@tohmatsu.co.jp
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