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Covid-19 の世界的な拡大は、ビジネスの様々なプロセスに大きな影響を与えています。国内外の渡航禁止と強制的な隔離措置の

実施により、ベトナムへ入国できず、ベトナムで業務を実施できない外国人駐在員が増加しています。このような外国人駐在員は、

Covid-19 危機を回避する目的で、代替的に通常の勤務地ではない国、すなわち、母国または別のより安全な勤務地で業務を実施

することになります。

2020年4月3日にOECD事務局は国際的なリモートワークの取り決めに関する様々な税務問題を考慮した「Analysis of tax treaties and 

the impact of the Covid 19 crisis（租税条約の分析とCovid-19危機の影響）」というガイダンスを発表しました。

ベトナムと国際税務の両方の観点から、このような状況下で、グローバルモビリティのプロセスを円滑に管理するために対処すべ

き個人所得税（PIT）や強制保険の要件に係る様々な影響 が生じます。

Current context

Executive Summary

企業のすべきこと

• 駐在員の税務上の在留状況を注視し、それに基づき、関連

する税務申告義務について適切な対応を行う

• 駐在員が現在滞在する場所を把握し、国際租税条約（該当

する場合）の適用を検討する

• グローバル人事の担当者と協力し、状況を把握する

Deloitteのサポート内容

• 貴社の駐在員の実情に応じて、母国及び駐在国の状況を考

慮した税金や強制保険に関する要件分析の提供

• 個人所得税の二重課税防止及び駐在員が一時的勤務してい

る他国における恒久的施設（PE）に関するリスクの軽減に

ついて、適切な対策や方法の提案

• Covid-19危機下での国際的な労働力に関する計画の提案
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リモートワーク期間中の強制保険加入義務

• 駐在員とベトナム法人との間の労働契約が継続している場合は、

法律で強制的される社会保険料及び健康保険料を支払う必要があ

ります。ただし、社内異動の駐在員に対する社会保険料は免除さ

れます。
恒久的施設（PE）に関する潜在リスク

• Covid-19 の影響により、駐在員は通常の勤務地ではない国でリ

モートワークすることにより、その国における雇用者の恒久的施

設（PE）として認定され、その結果、 新たな申告要件や納税義

務が発生する可能性があります。

• このような場合には、二重での居住者区分の回避と同様に、国際

租税条約を適用し、OECDのガイダンスに沿って、その国における

雇用者の恒久的施設を決定する必要があります。

リモートワーク期間中の申告及び支払期限の延長

• 現在のところ、リモートワーク中の駐在員に係るPIT及び強制保険

の申告または支払期限の延長は行われていません。従って、PITや

強制保険に関する各期限は全て厳守しなければなりません。

個人の税務上の居住者区分の変更

• 渡航制限の結果、ベトナムでの駐在員の税務上の居住者区分が、

変更となる可能性があります。具体的には、税務上の居住者区

分が居住者から非居住者に変更される場合があります。

• その一方で、外国人駐在員が一時的に滞在している他国で税務

上の居住者となり、二重での居住者（ベトナムと他国の両国）

となる可能性もあります。 このような場合には、各国での課税

権を特定するために、国際租税条約のタイブレークルールの適

用など、ガイダンスを慎重に考慮する必要があります。

ベトナム非居住者の外国人駐在員に対して考えられる税務上の影響

• 現行の規定により外国人駐在員がベトナムの非居住者として扱わ

れる場合、外国人駐在員のベトナム源泉所得に対して課税される

ことになります。

• 二重課税を回避するため、租税条約(DTT)における二重課税防止に

関する規定を適用する際は、慎重に検討する必要があります。DTT

の原則では、労働が行われる場所に焦点が当てられ、ベトナムの

規定は、ベトナム国内を源泉とする所得に基づき課税する原則で

あり、両者間で相違があります。

• 課税権と課税所得の配分に関して、駐在員の現在の居住国と

Covid-19以前に勤務していた国との間で複雑な税務問題が発生す

る可能性があります。OECDは、この点で新たな税負担を軽減する

ために各国と協力しています。
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