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• 情報通信省により発行された通達第13/2020 / TT-BTTTT（以下、
「通達13」という）は通達第16/2014 / TT-BTTTTに代わるもの

とし、ソフトウェア製品の製造活動の認定に関するガイダン
スを定めるもので2020年8月19日から発効されました。

• 本アラートでは、法人所得税（CIT）インセンティブの享受を

目的としたソフトウェア製品の製造活動の認定に関する注目
すべきポイントをまとめています。

概要

1. ソフトウェア製品の製造工程における作業及びそれに対応
するサポート文書

2. CITインセンティブを享受するために、ソフトウェア製品の
製造活動の認定を得るための条件

3. 移行条項

主要内容

ソフトウェア製品の製造活動の
認定に関するガイダンスとなる
通達第 13/202020/TT-BTTTTT号

の注目すべき内容についての
アップデート

2020年9月17日

ソフトウェア製品の製造
活動に関するアラート
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ソフトウェア製品の製造工程における作業及びそれ
に対応するサポート文書

通達13号によると、ソフトウェア製品の製造活動の主な

工程は以下の通りです。

1. 要件の定義

2. 分析と設計

3. プログラミングとコーディング

4. 検査

5. ソフトウェア製品の完成と梱包

6. インストール・使用教示・保守

7. ソフトウェア製品の販売と配布

但し、新通達では各製造工程におけるサポーティング書
類や作業が旧規定より明確に規定され、企業は条件を満
たすため、整備するように求められます。

CITインセンティブを享受するために、ソフトウェア製品の製

造活動の認定を得るための条件

ソフトウェア製品製造活動の認定を得るためには、企業は以下の条
件を満たさなければなりません。

i. 上記の1. 要件の定義、または、2. 分析と設計、のいずれかを行

うこと

ii. 工程内の各ステージ毎に、規定文書に準拠したソフトウェア製
品の製造活動であることを示すこと

移行条項

本通達の発効日（2020年8月19日）以前の法令に基づき、認定された

ソフトウェア製造活動は、承認された投資案件の期限が切れるまで、
継続して認められます。

弊社からの推奨

ソフトウェアの製造活動はCITインセンティブの享受対象となるため、

企業はインセンティブについて正確に判断するため、本通達におけ
る変更点などを検討するように推奨いたします。
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ソフトウェア製品の製造
活動に関するアラート

ソフトウェア製品の製造活動の
認定に関するガイダンスとなる
通達第 13/202020/TT-BTTTTT号

の注目すべき内容についての
アップデート

2020年9月17日
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