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2020年国家予算における歳入増加の期待を受けて、各ベトナム税務当
局により詳細な税務調査マスタープランが設定されています。

税務リスクを抱えてませんか

国家予算における税収目標がより高く設定され、
税務調査目標もより高いものとなった。2020年
における税務総局の税収目標は、前年度に比べ
10.7％高く設定されている。

多額の税収を獲得するため、税務当局は、調査に
おいてより洗練され、かつ積極的になっている。
税務調査の主な指摘事項として、法人税優遇、借
入利息上限、人件費損金性、広告宣伝費、ロイヤ
ルティ、関連当事者取引、移転価格、付加価値税
の控除性、資本譲渡等が挙げられ、「実質主義」
の原則に基づき、これまで以上に幅広く追徴税額
の分析を行っている。

全ての業種にわたって、海外直接投資（FDI）及び
国内企業がターゲットとされている。2020年にお
いて96,243社以上の企業が調査ターゲットとし
て挙げられており以下の項目がその中心になって
いる。

移転価格は、税務調査における最重要目標に
なりつつある。
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熟知していますか

KPMGができること

?
	ﾺ 実務上、税務監査は複雑で、大きな負荷となるう
えに、膨大な時間が費やされます。

	ﾺ 税務調査への準備不足は、業績にインパクトを与
え、翌年度も再度対象となる可能性があります。
	ﾺ もし社内に税務調査の十分な経験及び社内に知
識を持った担当者がいない場合、調査対応はより
複雑、かつ、時間がかかるものになります。

税務監査に直面した時に頼れるのは実績です。ベトナ
ム最大規模の会計事務所として、KPMGの税務専門
家達はサポート体制を整えています。

顧客には税務調査および事後手続き、そして、それに
伴うリスクをどのように最小限に抑える事が出来るか
について、多くの疑問があると考えています。

KPMGはその不安を払拭し、満足いただけるよう幅
広いサービスを展開しています。

	ﾺ KPMGは下記を含む最適で高品質なサービスを提
供しています：

 » タックスヘルスチェック	
過去の申告状況を確認し、税務調査に対して
準備、そして税務に対するトラブルを避けるた
めに皆様とコミュニケーションをとります。

 » 税務調査サポート	
調査の事前準備、調査中のサポート、抗弁手続
サポート	

 » 調査後の各種サポート
	ﾺ 我々は顧客の税務リスクの管理及び最小化、税務
訴訟回避を主体的にサポートするだけの知識と
経験があります。

KPMGは、皆様の負担を軽減するため、税務調査に
関するセミナー及び資料をお届けします。



KPMGについて

KPMG	は監査、税務、アドバイザリーの3つの分野に展開するプロフェッショナルファームです。147の国・
地域に拠点を置き、世界中に219,000の人員を擁しています。	
我々は、専門的知識を活用することで、クライアントをはじめ、従業員、資本市場に貢献することを目的
としています。またベトナムにおけるメンバーファームとして、グローバルネットワークを駆使した財務や会
計におけるサービスを提供しています。

KPMGはベトナムで1994年に設立されました。KPMGはベトナムで最大規模のプロフェッショナルファー
ムの一つであり、ホーチミンシティ、ハノイ、ダナンに拠点を置き、約1,700名の人員を擁しています。アジア
をはじめ世界中にあるカントリーデスクのネットワークを駆使して、幅広いサービスを提供しています。



Ho Chi Minh City

10th Floor, Sunwah Tower,
No. 115, Nguyen Hue Street,  
Ben Nghe Ward, District 1,  
Ho Chi Minh City, Vietnam
T: +84 (28) 3821 9266
F: +84 (28) 3821 9267
E: kpmghcmc@kpmg.com.vn 

谷中  靖久 Hanoi 兼任 
公認会計士（日本） ダイレクター 
E: yasuhisataninaka@kpmg.com.vn

小熊  崇史 
公認会計士(日本) マネージャー
E: takafumioguma@kpmg.com.vn

西井 康雄
公認会計士（日本）マネージャー 
E: ynishii1@kpmg.com.vn

角田  長基 
アシスタント マネージャー
E: masakikakuda@kpmg.com.vn

Nguyen Duc Bui Nam - 日本語可
アシスタント マネージャー
E: nambnguyen@kpmg.com.vn

Nguyen Ha Thuy - 日本語可
シニア
E: thuyhnguyen@kpmg.com.vn

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
100-8172
東京都千代田区大手町1-9-7
大手町フィナンシャルシティ
サウスタワー

中谷  剛之
パートナー
T: +81 33548 5805
F: +81 33548 5815
E: takeshi.nakatani@jp.kpmg.com

ベトナムデスク
有限責任 あずさ監査法人
大阪事務所
541-0048
大阪市中央区
瓦町3-6-5
銀泉備後町ビル

鈴木 智博
マネージャー
E: Tomohiro.Suzuki@jp.kpmg.com
T: +81 67731 1000
F: +81 67731 1001

Contact us
KPMG Limited
監査・アシュアランス業務、税務・投資・コーポレートサービス、ビジネス・アドバイザリー・サービス、 
ファイナンシャル・アドバイザリー・サービス、ITコンサルティング

Japanese Practice

Hanoi

46th Floor, Keangnam Hanoi Landmark Tower, 
72 Building, Plot E6, Pham Hung Street,
Cau Giay New Urban Area, Me Tri Ward, 
South Tu Liem District, Hanoi, Vietnam
T: +84 (24) 3946 1600
F: +84 (24) 3946 1601
E: kpmghanoi@kpmg.com.vn

大門  亮介
公認会計士（日本）シニアマネージャー
E: ryosukeokado@kpmg.com.vn

古屋  秀規
公認会計士（日本） マネージャー
E: hfuruya@kpmg.com.vn 

東木  隆則
公認会計士（日本） マネージャー
E: takanoritoboku@kpmg.com.vn

森高  盾 
公認会計士（日本） 
アシスタント マネージャー
E: junmoritaka@kpmg.com.vn

Pham Thi Thu Huong - 日本語可
アシスタント  マネージャー
E: huongtpham@kpmg.com.vn

Le Thi Thu Trang - 日本語可
アシスタント    マネージャー
E: trangtle1@kpmg.com.vn

Vu Thuy An- 日本語可
アシスタント  マネージャー
E: antvu@kpmg.com.vn

ベトナムデスク

02

Follow us on:

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavour to provide 
accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one 
should act upon such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

© 2020 KPMG Limited, KPMG Legal Limited, KPMG Tax and Advisory Limited, all Vietnamese one member limited liability companies and member firms of the KPMG network of 
independent member firms a ffiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

kpmg.com.vn

古屋 秀規
公認会計士（日本）	シニアマネージャー
E:	hfuruya@kpmg.com.vn


