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Audit & Assurance Alert 

ベトナムにおける国際財務報告基準導入への計画案の承認に関する Decision 第 345 号/QD-BTC 

2020 年 3 月 23 日 

  

2020 年 3 月 16 日、財務省はベトナムでの国際財務報告基準の導入に向けた計画案を承認する Decision 第 345

号/QD-BTC を公表しました。これは、下記の 2 つを目的とした内容となっています。 

 国際財務報告基準（IFRS）を導入する工程を設定し、適用を支援する。 

 ベトナム財務報告基準（Vietnamese Financial Reporting Standards : “VFRS”）を発行する。 
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Decision 第 345 号/QD-BTC は対象企業に対して新たな対応を要求するものですが、そのタイミングや方法には一定の

選択肢が与えられています。IFRS 導入には困難が予想されますが、適切に実施することができれば、人材、内部管理プ

ロセスやシステム運用の効率性の面でかなりのメリットが得られると考えられます。IFRS 導入を早めに準備することで、経

営状況に応じた自らのタイミングでの移行が計画でき、計画的な人材調達につなげられる他、外国投資家の投資を呼び

込む上で競争力を高めることにもつながると考えられます。 

しかし、IFRS へのシフトは会計面のみではなく人事、財務、事業計画、IT システム、税務、リスク管理などを含めた社内

の広範な部署に影響を与えます。さらに、業界や財務報告プロセスの成熟度など、全ての企業ごとに状況は異なりますの

で、万能なソリューションはありません。スムーズな移行のためには、高度な社内部署連携に加え、IFRS 対応の経験が豊

富なコンサルティング会社からの外部サポートも検討する必要があります。 

下記は Decision 第 345 号/QD-BTC の注目すべきポイントとなります。 

1． 国際財務報告基準（IFRS）の適用 

財務省が承認した IFRS 導入に向けた工程は、2 つの段階に分かれて各カテゴリの企業に対して適用されます。 

第１段階－任意適用（2022 年～2025 年） 

 連結財務諸表： 

 国有企業グループの親会社で、大規模であるか国際金融基金等から融資を受けている会社 

 上場会社である連結企業グループの親会社 

 親会社であり、かつ未上場の大規模公開会社 

 その他の親会社 

 単体財務諸表： 

外国の親会社の子会社であり、必要性と十分なリソースを備えた 100%外国投資企業（FDI） 

第 2 段階‐強制適用（2025 年以降） 

 連結財務諸表： 

第 1 段階の実施結果を踏まえ、企業の必要性や準備状況及び社会環境等を勘案し、財務省は下記カテゴリに該

当する企業に対して IFRS 強制適用の計画とスケジュールを決定します。 

 国有企業グループの親会社 
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‒ 上場会社である連結企業グループの親会社 

‒ 親会社であり、かつ未上場の大規模公開会社 

‒ その他の大規模な親会社 

 前述の親会社に含まれていないものの、必要性と十分なリソースを備えた親会社が任意で IFRS を適用する場合は、

事前に財務省に通知する必要があります。 

 単体財務諸表： 

第 1 段階の実施結果を踏まえ、企業の必要性や準備状況及び社会環境等、更には効率性や実現可能性を勘

案し、財務省は各企業ごとに対して強制または任意の IFRS 適用の計画とスケジュールを決定します。 

2． ベトナム財務報告基準（VFRS）の発行及び適用 

 2025 年以降、既に IFRS または小規模企業向けベトナム会計基準（VAS）（Circular 132/2018 参照）を

採用している企業を除き、ベトナムにおけるすべての企業で VFRS の適用が必要となります。 

 IFRS または VFRS を採用する必要性と十分なリソースを備えていない小規模企業に対しては、財務省は具体的

なガイダンスを発行します。 

3． 財務省からのその他の要求 

 必要性があり、かつ十分なリソースを備え、IFRS の採用を希望する企業は、事前に財務省に通知する必要があり

ます。 

 IFRS を適用するにあたって、企業は当局に提供される情報の妥当性、透明性及び完全性を確保することが求め

られ、国家予算に対する税務義務の確定への法的責任を負います。 

 会計上利益と課税対象利益の差額がある場合、企業は財務諸表への差額の記載及び開示が求められます。

企業は現行法に基づいて納税申告と支払を行います。 

 IFRS の採用を義務化された企業は、国際会計基準審議会（IASB）に規定された有効なすべての IFRS を同時

に適用する必要があります。 

 企業は任意にまたは強制的に IFRS を適用する際、会計年度を通じて適用する必要があります。 



Audit & Assurance Alert | 23 March 2020 

© 2020 Deloitte Vietnam Company Limited   4 

 

               不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 
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