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はじめに
2020年第2四半期においてもCovid-19のピークは未だ終わりを迎えておらず、ほぼ全ての財務報告書で

Covid-19パンデミック前と比べ、減益となっていることが明らかになりました。

Covid-19の影響を受け、利益の減少や赤字となった企業は、税務調査において税務当局から2020年度の

業績悪化が、ベトナムから不当に利益を移転させることに起因するものでないことを明確にするための

チャレンジを受ける可能性があります。

今後数ヶ月間かけてCovid-19による業績悪化への影響をモデル化、定量化することにより、価格設定方

針やその他の戦略決定の変更に関する経済的、財務的、商業的な合理性を持つ説明が可能となり、最終

的には低利益や赤字が独立企業間価格の原則に基づかない移転価格設定方針の結果ではなかったことを

示すことに役立つものと考えられます。

移転価格に関するニュースレターアラートシリーズ

エピソード4: Covid-19の影響を受ける期間における赤字・収益変動などを事

前に計画する
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4. Covid-19の影響を受ける期間における赤字・収益変動

などを事前に計画する

5. 移転価格の専門家から見た事業リストラクチャリング

6. サプライチェーンの中で低リスクとみされる企業は

Covid-19への受容力が高い、というのは本当か?

7. Covid-19によるAPAの交渉および実施プロセスへの影響

8. 移転価格に関する税務調査の傾向：納税者ための緩和

か、又は、国家予算ための積極的な計画か?

1. Covid-19によるサプライチェーンの寸断 -

既存のグループサプライチェーンモデルが今

後どのように変わる可能性があるか、そして

どのような潜在的なリスクが考えられるか

2. Covid-19以前のグループ内の価格設定が不

適格になる可能性とその再検討

3. 損金算入可能な支払利息上限に関する規制

の改正：企業の考慮すべきこと及び推奨アク
ション

当シリーズでは下記の内容を取り扱います。
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Note:
1 http://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/gdp-6-thang-dau-nam-2020-dat-muc-tang-truong-181-324929.html
2 https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=19651

事業を継続するMNEsの場合、下記について、経済不況下での移転価格設定へのアプローチについ

て更なる検討をする必要があります。

 Covid-19の影響を定量化するために、費用やコストの記録を慎重に追跡・調査する。

 2020年の移転価格分析において適切な調整を実施する。

What We Observe

• ベトナム経済は2020年上半期の成長率が1.81％

であり、これが過去10年間の同期比で最も低い

成長率と報告されました。同時に、Covid-19は

サービス、商業部門、国際貿易に大きな打撃を

与えました1。

• 2020年の第2四半期は政府が厳格的なソーシャル

ディスタンス措置を講じ、Covid-19による深刻な

影響を受けた期間であり、GDPが昨年同期と比

較して0.36％増加となり、過去10年間の同期比

で最も低い成長率となります。

• ベトナム統計総局によると、米国、日本、欧州

などの主要経済も継続的な世界貿易の減退やサ

プライチェーン寸断が起き、ここ数十年で最悪

の経済不況に直面しています。

• 外国投資の減少傾向に伴い、多国籍企業

（「MNEs」）はコスト削減や事業機会の最適化

のため、サプライチェーンの再構築、事業規模

の縮小、さらには赤字で事業を継続するか廃業

するかを検討した上で、生産と事業を確保する

ために一部の工場を閉鎖するなどのアクション

をとる可能性があります。2020年上半期の破産

企業数は29,200社であり、2019年同期比38.2％と

急増しており、宿泊業、飲食業、流通業に属す

る企業が中心となっています2。
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Our Suggestions

I.セーフハーバーの活用:

経済協力開発機構（OECD）のガイドラインによ

ると、セーフハーバーとは「特定のカテゴリー

の納税者に適用され、例外的に通常より容易な

義務を代用することにより、適格な納税者が税

法による特定の義務から免除されることを定め

た規定」と定義されます。これはCovid-19の影響

に対して政府が検討できる措置であり、企業は、

セーフハーバー規制の変更を注視し、定期的に

アップデートする必要があります。なお、収益

の減少、取引量の減少、グループ内取引の再編

等による企業の実態の変化が生じるため、現行

のセーフハーバー規制の適用の可能性も変化し

ます。

II. 移転価格のための利益変動分析:

ビジネスにおける低利益や赤字の発生は多くの

要因の結果であり、特に、利益の変動（あるい

は損失）が移転価格設定と関係なく、Covid-19の

ような特別な状況に完全に起因することを証明

するポイントは、Covid-19のパンデミックの状況

におけるマイナスの利益変動を起こした商業

的・財務的な諸要因を分析することです。それ

らの原因には、需要の減少、突然の収益の途絶、

サプライチェーンの寸断、余剰能力、不良債権

の回収費用、一時的帰休または解雇に係る退職

金支払い、未使用施設のメンテナンス費、また

はその他の異常な費用などが挙げられます。上

記の原因に関連した損失の計上と定量化は、市

場の類似企業との比較可能性を確保しつつ、合

理的かつ一貫性のある方法で行われるべきです。

III. ベンチマーキングスタディ（「BMS」）の実践的なアプローチ:

特にCovid-19パンデミックの状況下における機能、資産、リスクに関して適切な比較対象企業を選択

するため、BMSの調整を検討すべきであるでしょう。考えられる調整方針は以下とおりです。

前回のBMSにおいて、Covid-19の影響を受けなかった企業、またはCovid-19から

異常な利益（通常のビジネス状況では生じないであろう利益）を得た企業、ま

たは対象期間において比較可能なデータを有しない企業を除外します。

比較対象企業を正確に選択するためのスクリーニング条件の追加または削除し

ます。

比較対象年度の選択：納税者は比較するためのどの年度のデータを使用するの
かについて検討する必要があります。2020年度の税務調査の時点では、2020年
度の比較可能な財務データが入手できない可能性がある一方で、2019年度の

データは経済状況が異なるため、利用できません。

損失分割モデル(loss-split model)の適用：グループ間で損失分割モデルの適用

は現在の経済状況での妥当性を評価した上で検討することができます。
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IV. Covid-19による影響を分担するため、
グループ内サービスの価格設定方針の交
渉または立案:

関連者間取引における価格設定方針は、サプラ

イチェーン上の当事者の損失を適切に反映させ

るために慎重に検討し、グループ全体で一貫し

て適用する必要があります。特に、金融取引に

ついては、グループ内の資金調達及び困難な時

期の貸付金に対する保証の必要性が高まってい

るため、注意が必要です。

V. 税務当局との連携:

企業はCovid-19パンデミックのような敏感な時期

において、移転価格方針のアプローチについて、

合理性のある決定とするため、可能であれば税

務当局と積極的に協議すべきであり、そして、

受入れ可能なアプローチについて税務当局から

コメントを求めるべきです。一方、このような

税務当局との協議により、税務当局が企業の実

際のビジネス状況についてアップデートをする

ことができ、それに応じて適切な政策の立案に

役立つことが考えられます。

弊社の提供サービス

• 移転価格に関する現地の視点からの詳細分析

• BEPS契約/グループ内の取決めのレビュー

• 移転価格文書のレビュー

• 移転価格のヘルスチェック

• APAに関する戦略計画、申請書作成及び申請手続の支援

WHAT’S NEXT:

次回は移転価格の専門家から見た事業リストラクチャリングについてお送りいたします。

Our Suggestions (Cont’d)
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