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当ニュースレターでは直近の法改正や新政令・通達及び、税務・税関当局から直近で発行され
たオフィシャルレターによる税務見解をダイジェストでご紹介させていただきます。

今回のニュースレターのテーマは以下の通りです。

1. 税務行政

2. 法人税（CIT)

3. 間接税

4. 外国契約者税 (FCWT)

5. 貿易及び税関

※当資料は弊社によるニュースレターの要約版となります。詳細につきましては英語版の添付ニュースレ
ターをご参照ください。



Tax & Customs Newsletter | January 2021 | Page 2

Contact us
Website: deloitte.com/vn
Email: deloittevietnam@deloitte.com

For reference only, not for distribution or sale

2020年の税務当局による徴税及び

税務調査・監査状況のまとめ:

徴税について：

2020年の徴税総額は1,278兆6,490億

VNDであり、2020年計画（期中で見直

し済み）の101.9％に相当します。

税務調査・監査または税還付につい

て：

税務調査・監査：2020年、税務当局

は納税者の事務所での税務調査・監

査を83,979件実施しました。詳細は以

下のとおりです。

• 追徴による納税額が19 兆 8,670 億

VNDであり、税控除額の2 兆 2,248 

億 VND を削減、繰越欠損額の49 兆

7,606 億 7,200 万 VNDを削減しまし

た。

• 連結会社間の取引を行う企業の339

社に対して税務調査を実施し、そ

の結果、追徴税額が6,810 億VNDで

あり、繰越欠損額が10 兆 460 億

VND削減されました。このうち、

税務当局による移転価格調整が行

われたことより、追徴税額が3,610 

億 VND 増加し、繰越欠損額が3兆

8,740億VND削減されました。

VAT還付について：2020 年 12 月 31 日

時点、税務当局は企業に対して総額

137 兆 900億VNDのVAT還付を行って

おり、これは 2020 年計画の105.45％

に相当します。

（税務総局による2020年報告書の要

約）

税務登録のガイダンスとなる新通

達

2020年12月3日、財務省は2019年6月

13日付の税務行政法No.38/2019/QH14

及び当法のガイダンスとなる2020年

10月19日付の政令No.126/2020/NĐ-CP

に基づき、税務登録に関するガイド

ラインを規定した通達

No.105/2020/TT-BTCを公布しました。

本通達では、税務局の事務所で直接

税務登録を行う対象者、税務コード

の構造、税務登録のための書類、手

続、フォーム（初期登録、税務登録

証明書、税務コードの通知、税務登

録情報の変更の通知、事業停止の通

知、税務コードの無効化、税務コー

ドの復活、企業や組織の再編の場合

の税務登録など）に関する規定につ

いて詳細に記載されています。

税務総局は本通達の新たな留意点を

紹介する2021年1月8日付Official Letter 

No.54/TCT-KK も公布しました。

本通達は 2021年1月17日から施行され

ます。

税務行政
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GUIDANCE RULINGS

補償の為の商品に対する法人所得

税（CIT）の取扱い

企業が商品で顧客に補償する場合、通

常の商品販売と同様に、インボイスを

発行し、付加価値税（VAT）の申告し、

納税を行う必要があります。VATの課

税対象ではない商品については、イン

ボイスに販売価格を記載し、税率と

VAT税額の記入箇所に取消し線を引い

たインボイスを発行する必要がありま

す。

（ハノイ税務局発行2021年 1月 4日付

補償の為の商品に関するOfficial Letter 

141/CTHN-TTHT ）

法人税（CIT)
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間接税

GUIDANCE RULINGS

通達第32/2011/TT-BTC号に基づいて発

行された電子インボイスは電子イン

ボイスから紙インボイスへの変換が

認められます。

政令第123/2020/ND-CP号の発行日である

2020年10月19日から2022年6月30日まで

の間、税務当局が電子インボイスの使用

許可を通告していない場合、会社は政令

第51/2010/ND-CP号、政令第4/2014/ND-CP

号、およびその他のガイダンス文書にお

けるインボイスに関する諸規制の適用を

継続することが認められます。

したがって、会社が旧式の電子インボイ

スを使用している場合、当該インボイス

の紙インボイスへの変換は、通達第

32/2011/TT-BTC号の第12条での規定に従

うものとします。売主のスタンプは、商

品の原産地証明を目的とする変換後の紙

インボイスに必要ですが、会計記録の目

的では必要ありません。

(ハノイ税務局発行2020年12月28日付

Official Letter No. 110285/CTHN-TTHT)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

付加価値税（VAT）の税率が異なる

商品やサービスを提供する場合の

VAT税率の取扱い

複数のVAT税率のある商品・サービス

を提供している企業は、各商品・サー

ビスごとに応じたVAT税率を個別に申

告しなければなりません。各商品・

サービスの個別税率を決定できない場

合、通達第219/2013/TT-BTC 号の第11条

に規定されている最高税率で算出し、

VATを納税しなければなりません。

（ハノイ税務局発行2021年1月5日付

Official Letter 282/CTHN-TTHT）

教育プロジェクトのために輸入さ

れた商品に5%の付加価値税

（VAT）を享受するための条件

教育目的に使用を限定する輸入品につ

いて、輸入者は5%の付加価値税

（VAT）を享受するためには、学校や

研究機関との間の商品/サービス提供

または売買契約書を提出しなければな

りません。（通達第38/2015/TT-BTC号、

第16条、第5項による）

（税関総局発行2021年1月08日付

Official Letter No. 85/TCHQ-TXNK）
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GUIDANCE RULINGS

ベトナム国外で提供され、ベトナ

ム国内で消費されるサービスにつ

いて

ベトナム企業が、韓国にある会社に対

し、海外の融資銀行から要求される申

請書類やサポート書類の作成、海外の

融資銀行との間の融資取引で発生する

可能性のある法的問題についてのアド

バイスなどのサービスを依頼した場合、

これらのサービスはベトナム国外で提

供されますが、ベトナム国内で消費さ

れものとみなされます。

そのため、当該外国企業（ここでは韓

国企業）が受け取った所得は、外国契

約者税（FCWT）の対象となり、5%の

法人所得税（CIT）と 5%の付加価値税

（VAT）が課せられます。したがって、

ベトナム企業は外国請負業者に代わっ

てFCWTを源泉徴収、申告、納付する責

任があります。

(ドンナイ税務局発行2020年11月20日付

Official Letter No.11846/CT-TTHT)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

外資系企業がベトナム人従業員の

ために支払う保険料について

外国の親会社がベトナム子会社の取締

役のために外国の保険会社に賠償責任

保険料を支払った後に、ベトナム子会

社に請求する場合、親会社が受け取る

当該所得は外国契約者税（FCWT）の

対象となります。したがって、ベトナ

ム子会社は外国親会社に代わって

FCWTの源泉徴収、申告、納税を行う

責任があります。

(ハノイ税務局発行2020年11月5日付

Official Letter No.3204/CT-TTHT)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

第三者を通じて人材サービスに

課せられる外国契約者税

（FCWT）

ベトナム企業が外国企業（請負業

者）と契約を締結し、ベトナム企業

のために勤務する労働者を雇用する

場合、当該請負業者が労働者と直接

労働契約を締結し、労働者に給与を

支払った後にベトナム企業に請求す

る場合、当該請求は、外国企業の所

得となり、2014年8月6日付通達

103/2014/TT-BTC号の第1条、第4項で

規定されるFCWTの対象となります。

(ビンズン税務局発行2020年12月28日

付Official Letter No.29533/CT-TTHT)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

広告・マーケティングサービスに課

せられる外国契約者税（FCWT）

外国企業がベトナム企業に広告・マーケ

ティングサービスを提供し、そのサービ

スが海外で提供された場合（インター

ネット上ではない）、サービス提供によ

る外国企業の所得は通達103/2014/TT-

BTC号の第2条、第4項で規定された

FCWT の対象とはなりません。

(ドンナイ税務局発行2020年12月13日付

Official Letter 12492/CT-TTHT)

外国契約者税 (FCWT)
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GUIDANCE RULINGS (cont.)

人件費の精算は外国契約者税

（FCWT）の対象外となります。

外資系企業が従業員の費用分担と請求

に関する取決めに基づき、ベトナムに

駐在員を派遣し、当該人件費用を請求

する場合、この取決めから、外資企業

側で発生する所得があれば、その所得

に対し外国契約者税（FCWT）の対象

となります。

ただし、費用の請求のみであれば、

FCWT は課されません。

(税務総局発行2020 年 12 月 16 日付

Official Letter No.5333/TCT-CS、及び財務

省発行2014年12月09日付Official Letter 

No.17862/BTC-TCT)

外国契約者税 (FCWT)

GUIDANCE RULINGS

2020年12月28日から中国の冷延鋼

板にアンチダンピング関税が正式

に課せられます。

2020年12月28日から5年間、中国か

らの冷延鋼板にアンチダンピング関

税が正式に課せられます。ただし、

次の製品は対象外になります：冷間

圧延ステンレス鋼、シリコン電気亜

鉛メッキ鋼（電気亜鉛メッキ鋼）、

錫圧延用黒鋼板、風鋼、波鉄、塗装

冷延鋼

アンチダンピング関税率は輸出メー

カーによって4.43%から25.22%の範囲

となります。

(商工省発行の2020年12月21日付決定

第3390号/QC-BCT号)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

追徴課税決定に基づく輸入付加価

値税の支払遅延利息額は控除され

ません。

現行の規定では、税関当局による追

徴課税決定に基づくVATの納付額は、

詐欺や脱税の場合を除き、全額損金

算入が可能となっています。

しかし、追徴課税決定におけるVAT

支払遅延利息のペナルティ額の控除

に関する現行の規定はありません。

（税関総局発行2020 年 12 月 21 日付

Official Letter No.7974/TCHQ-TXNK）

貿易及び税関
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GUIDANCE RULINGS (cont.)

完全な外注加工活動のための輸入

原材料に対する免税の条件

法規第107/2016/QH13号の第16条第6項

に規定されているように、加工を外注

する企業（完全な外注加工を含む）は、

以下の条件を満たした場合、加工用輸

入原材料及び部品に対する輸入税が免

除されることになります。

• 委託者が、加工施設、外注委託先

の施設、加工契約、委託加工契約

について税関当局に通知している

こと。

• 届出は、原材料・部品の最初の出

荷の輸入前、および委託先への原

材料の引渡し前に行われること。

• 外注委託先の施設の税関検査によ

り、当該施設が加工活動に十分な

能力が持つことが確認されたこと。

（税関総局発行の2020年12月23日付

Official Letter No.8050/TCHQ-GSQL) 

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

REXコード不足のため、原産地自

己証明書が拒否されることはあり

ません。

税関総局のガイダンスに基づき、欧

州連合（EU）の当局のウェブサイト

に商品情報やREXコードの有効期限が

表示されていない場合であっても、

EUの輸出業者が発行した原産地自己

証明書が拒否されることはありませ

ん。

(税関総局発行の2020年12月24日付

Official Letter No. 8064/TCHQ-GSQL）

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

ベトナムとイギリス間の自由貿易

協定（UKVFTA）は署名、発効され

ました。

イギリス・ベトナム自由貿易協定

（UKVFTA）は2020年12月29日にロン

ドンで署名され、欧州連合・ベトナム

自由貿易協定（EVFTA）下のコミット

メントを継承されることになります。

ベトナム政府の2020年12月31日付決議

第190/NQ-CP号により、2021年1月1日

からUKFTAが一時的に適用されること

になります。

また、本決議は、商工省及び財務省を

含む各関連省庁に、2021年1月1日から

のUKVFTAの一時適用に関するガイダン

スを発行するように指示しています。

ベトナムからイギリスに輸入される貨

物に関して、輸出業者はイギリス政府

の一般特恵関税制度（Generalized 

System of Preferences: GSP）下の特恵関

税率の適用が可能であることに留意す

る必要があります。GSP税率は適格な

原産地証明書（C/O）フォームAを提供

することにより、享受することができ

ます。

（政府発行の2020年12月31日付決議第

190/NQ-CP号及びUKFTA協定）

貿易及び税関
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