
裾野産業製品の製造プロジェクトに対する税優遇  
－ Decree57により、 2015年より前の投資プロジェクトも適用可能に－ 
2015年1月1日に施行された2014年11月26日付法律第71/2014/QH13号（以下、「法律71」）の規定に
よると、「推奨される裾野産業」の製品製造に関する新規投資プロジェクトから得た課税所得につい
て、15年間の優遇法人税率10％に加え4年間の法人税免除及びその後の9年間の50％減税など、最高レ
ベルの法人税優遇を受けることができる。

法律71には経過措置がなかったため、2015年1月1日より前に実施された裾野産業製品の製造にかかる
投資プロジェクトは、法律71に基づく法人税優遇を受けることができないとされていた。

2015年1月1日より前に実施された裾野産業プロジェクトに対する投資優遇の平等性確保のため、政府は
政令218/2013/ND-CPを補足し、法律71のガイダンスとなる2021年6月4日付の政令57/2021/ND-CP（以
下「政令57」）を発行した。政令57では、2015年1月1日前に実施された裾野産業プロジェクト（新規及び
拡張投資プロジェクトの両方を含む）への法人税優遇制度の拡大適用を認めている。これにより、奨励さ
れる裾野産業プロジェクトの条件を満たし、管轄当局から「裾野産業製品製造に関する優遇証明書」（以
下、「裾野産業証明書」）の発行を受けたプロジェクトは、以下の法人税優遇を受けることができる。

 — 当該裾野産業プロジェクトがこれまでいかなる法人税優遇も受けていない場合、裾野産業証明書が
付与された課税年度から新裾野産業優遇制度に基づく法人税優遇が適用される。又は、

 — 当該裾野産業プロジェクトが他の条件に基づく法人税優遇を既に完了した場合、又は他の条件に基
づく法人税優遇を現在適用している場合、裾野産業証明書が付与された課税年度から残りの期間に
ついて、新裾野産業優遇制度に基づく法人税優遇が適用される。

政令57 では、法人税優遇の残存期間の決定方法についても規定している。

政令 57 に規定されている優遇措置の適用（管轄当局が税務調査を実施した場合も含む）により、法人
税及び延滞利息が減少した場合、影響を受けた企業は、適切な調整を行うように地方税務当局に書面
で要請しなければならない。調整後に過払税金や延滞利息がある場合には、租税行政法の規定により
対応される。

政令57は2021年6月4日から施行される。

政令57に基づく優遇税制適用手続の詳細なアドバイスについてはKPMGにお問い合わせください。
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