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ベトナム労働・傷病兵・社会
省（M O L I S A）は2012

年 8月9日付でオフィシャルレ
ターNo.2761/LDTBXH-VLを
発行し、人民委員会及び省・市
当局に対し、各管轄地域におけ
るすべての外国人労働者につ
いて、2008年3月25日付政令
No.3 4/2008ND-CPと2011年
6月17日付政令No.46/2011/
ND-CPに沿って再調査を行うよ
う要請しました。両政令はベト
ナム国内で働く外国人労働者の
採用と管理に関する規則を提
示するものです。

MOLISAによると、ベトナムに
お いて 企 業 就 労して いる、ま
たは 外 国 契 約 者 のプロジェク
トに従 事している外 国 人で法
令 を 完 全 に 遵 守して い な い
者 が 多 いとのことで す（ 労 働
許 可 証を 取 得 せ ず に働く者 、

個 人 所 得 税の申告・納 税を怠
る者 、許 認 可 を 得 な いままベ
トナムで事 業を営 む 者など）。 
MOLISAはオフィシャルレター
No.2761/LDTBXH-VLで国内
各 省・市 当 局に対し、小 売 業、
自営の医療・薬剤業務（健康診
断や治療を含む）、教育・訓練
部門、水産物の養殖・購入等に
従事する外国人を厳密に調査
し、違反が判明した場合には厳
格な処置を講ずるよう求めまし
た。

そのため外国契約者の皆様に
は、ベトナム国内で働く外国人
の採用と管理に関する法令の
完全遵守に必要なあらゆる措置
を再検討し、実施することをお
勧めいたします。

ベトナムの輸入品の課税価格に
関する最新情報
輸入品の課税価格の決定方法
は、税関当局とベトナム企業が
長年にわたり論争してきた複雑
な問題です。税関総局（GDC）と
財務省（MOF）の間で一連のオ
フィシャルレターが交わされた
後、原則が確立され、輸入品に
課される関税額の算定の基礎と
なる課税価格については、MOF
の2008年5月21日付通達（Cir-
cular）No. 40/2008/TT-BTC
及び2010年12月15日付通達

（C i r c u l a r）N o . 2 0 5 / 2 0 1 0 /
TT-BTCに従って決定されること
となっています。

この2件の通達では、企業に対
し輸入品の関税の申告・納付を
行う際に、課税価格にロイヤル
ティと技術移転料を含めること
を求めています。そのため、こう

した使用料等は輸入段階にお
いて通関税（即ち輸入関税と付
加価値税）が課され、また外国
契約者税の対象となりますが、
これまでのところ多くの企業が
これを遵守していません。

M O F の も と も と の 考 え 方
は、G D C 及 び 関 連 当 局 宛ての
2010年1月13日付通知No.22/
TT-BTCに示されているように、
通達（Circular）No.40/2008/
TT-BTCによれば企業は輸入品
の課税価格にロイヤルティと技
術移転料を含める必要がなく、
こうした使用料等には外国契約
者税のみが課される、というも
のでした。通達（Circular）No. 
205/2010/TT-BTCに関する 
MOFの見解はまだ示されておら
ず、この点にはご留意ください。

最近の動きとして、GDCは通達
（Circular）No.40/2008/TT-
BTCの有効期間中に数件のオフ
ィシャルレターを発行し、企業
に対し、出荷港、到着港または
中継港において生じる物品の
輸送に係る手数料（コンテナ取
扱料金［THC］等）の追加申告を
行い、追加で課税価格に含める
べき金額を算出し、通関税（輸
入関税と付加価値税）を申告・
納付するよう要請しています。

ベトナム

外国人労働者についての調査
新規定への徹底した遵守が不可欠

著者
レ・ベト・トー
tho.le@ecovis.com

「外国法人または個人（外国契約者）の皆様にはベトナム法令の完全な遵守を確保すること
をお勧めします。また関税等の課税価格に関する諸規定を理解することも必要です。」

レ・ベト・トー、ECOVIS STTベトナムのパートナー、ハノイ/ホーチミンシティ、ベトナム
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世 界 のどの 国 にお いても、付 加
価値税は国家予算の主要財源の
一つと捉えられています。各国の
ECOVIS事務所が参加して実施
した、付加価値税のあらゆる側面
に関する財政政策調査によると、
対象20カ国中19カ国が付加価
値税を三大租税の一つに位置付
けています。またスイスと中国を
含む半数以上の国が付加価値税
をその筆頭に挙げました。平均す
ると、例えばドイツがそうである
ように、付加価値税は全税収の3
分の1を占めています。付加価値
税が補助的な位置にあるのはベ
トナムのみで、その比率は12.5% 

（税収全体の6番目）でした。

クロアチアの首都ザグレブにおけ
るECOVISパートナー、ボヤン・マ
ルチェティッチによると、「クロア
チアで付加価値税への依存度が
最も高い郡（states）の中には、税
収の約60%に達しているところも
ある」とのことです。ラトビア、ポー
ランド、ブルガリアといった東欧
諸国でも、所得税率が低いため付
加価値税の持つ重要性が群を抜
いて高くなっています。

調査に参加したECOVISパートナ
ーの大半が、それぞれの国におい
て財政当局による売上税の監査・
調査が過去3年〜5年で増加した
と述べていますが、国家財政にお
いて付加価値税が非常に重要な
ことから、驚くにはあたりません。
これは英国からベトナムまで様々
な国に共通して見られる傾向であ
り、パートナーはほぼ一様に、クラ
イアントと共に対応せねばならな
い事務負担が増えたことに不満
を表しています。

零細企業への優遇措置
売上税の税率については国によ
って事情が異なります。標準税率
は概ね20%前後となっています
が、軽減税率は多様であり、その
違いは単に税率の範囲（国により
1%から13.5%に分散）に留まりま
せん。

さらに、調査対象20カ国のうちス
イスなど9カ国が2種類の軽減税
率を採用しており、中国とアイル
ランドでは4種類もあります。標準
税率が最も高いのはクロアチア
で25%、その対極にあるのが日本
で5%と低く、続いてスイスが8 %、 
ベトナムが10%と他の諸国との違
いが際立っています。大半の国（
実に4分の3）が零細企業向けに
優遇措置を設けており、売上高が
一定の金額に満たない企業は売
上税を免除されていますが、この
ことは仕入税額の還付請求が認
められないことも意味しています。

財務当局から財・サービスの仕入
に係る税の控除と輸出品に課さ
れる付加価値税の免除を受ける
上でインボイスに記載が必要と

なる情報については、調査対象の
EU諸国の大半で全般的な一致が
見られています。最も官僚的でな
いのは（少なくとも税務当局が求
める詳細情報の項目数で言えば）
オーストラリアと、驚くべきことに
ドイツです。インボイスの手続き
が最も簡素なのはスイスと中国
で、両国では今回の調査リストに
挙げられた34項目中11ないし
13項目を満たせば税務当局の承
認が得られます。

財政政策の指標

付加価値税から目を離すな
国家予算にとって付加価値税はどれほど重要なのか。適用税率は何%か。 
そして付価値税に関する手続きはどうなっているのか。最近実施した国際調査の結果、興味深い点がいくつか判明した。

筆者
ペーター・リューデマン教授
peter.luedemann@ecovis.
com

「調査対象国の大半において、過去3年~5年間で財務当局による売上税の監査が増加し
ました。」
ペーター・リューデマン教授、ECOVISリューデマン・ヴィルトフォイアー&パートナー

税理士・会計士・弁護士事務所、ミュンヘン



ユーゴスラビアとチトー大統
領のことは誰でも知ってい

ると思いますが、かつてのユーゴ
スラビアから20年前に独立した
国々についてそれほどよく知られ
ていません。これらの諸国は新市
場であり、新たなニーズと新たな
機会が生まれています。

現在、ECOVISはスロベニア、クロ
アチア、セルビア、及びマケドニア
旧ユーゴスラビア共和国に拠点
を置き、ボスニア、ヘルツェゴビナ
とアルバニアにも拡大していく計
画です。またモンテネグロでの業
務はセルビアのオフィスで管理し
ています。

残念ながら、これらの諸国はしば
しば内戦や腐敗に見舞われまし
たが、戦争が終結してから年月が
経ち、腐敗の問題も収まりつつあ
ります。ECOVISではこれらの地域
を新興市場と捉え、コンサルティ
ング等の専門サービスを提供す
る大きな機会が存在すると見て
います。

1つの地域、10の市場:豊富な機会
地域と人種の観点から見ると、こ
の7カ国は10以上の市場に分か
れ、消費者・被雇用者となる可能
性のある人口は2,500万人を超
えています。

スロベニアは2004年にEUに加
盟し、クロアチアも2013年7月1
日をもって加盟する予定です。セ
ルビアは2012年にEU加盟候補
国の資格を与えられ、マケドニア
旧ユーゴスラビア共和国は同資
格を2005年に獲得しています。
候補国にとっては、EU加盟国にな
るという見通しを確たるものにす

ることが最重要課題であり、当然
ながら他の国にとってもそれが目
標となります。

旧ユーゴスラビアの各市場は互
いに強く結び付いていましたが、
紛争の終結後、市場の連携が再
び 発 展し始めました。市 場 間 の
協力を支える重要な要素の一つ
は言語です。もちろん、各国の言
語は変化を遂げており、セルビア
語・クロアチア語の共通点は20
年前に比べ少なくなっています
が、ことビジネスとなると互いに
理解し合えます。経済が障壁を乗
り越えて、人々を結びつけている
のです。

これらの諸国はいずれも世界金
融危機の影響を受けて苦しんで
います。政府債務の急増が大きな
問題となっており、現在、その比
率は50%前後に達しています。各
国政府はこの問題を十分認識し
ており、必要な抜本的改革に取り
組みつつあります。

この地域の企業にとっての重大
な障 害として、資 金 調 達の難し
さ、高金利と資本市場における
資金不足が挙げられます。ユー
ロ建て融資の金利が約10%とな
っているため、企業は運転資金
の調達に苦心しており、投資資
金については言うまでもありませ
ん。また企業間の支払いにも延
滞が見られ、最大6カ月にも及ん
でいます。

今日、多くの企業が喫緊の課題
として、新しい 市 場と資 金 源を
持つパートナーを必要としてお
り、M&Aを行うには絶好の環境
となっています。

各国の前身である旧ユーゴスラ
ビアは、存在しなくなった後もな
お、それぞれの法制や財政の枠
組みを規定していました。この20
年間で法制や税制は変わったも
のの、それらは共通の理念と根拠
に基づいています。現在の税制・
法制の枠組みは健全で妥当なも
のですが、法的な安全性の問題
や地域毎の違いがあり、それらに
対処するには優れたコンサルティ
ングが必要となります。

雇用
これらの諸国に共通する課題の
一つが失業問題です。いずれの
国も優れた労働力を提供できる
確固たる基盤を有しています。投
資家を引きつけるための方策とし
て、例えば社会保障税の税率引き
下げによる労働コストの削減が採
られています。

付加価値税
付 加 価 値 税 は い ず れ の 国 にと
っても重要な財源であり、現在、

西バルカン諸国の新市場

豊富な機会
活力に満ち大きな可能性を持つこの地域で、当社のサービスが皆様の成功を支援

筆者
アレクサンデル・サモニッグ
alexander.samonig@
ecovis.com

旧ユーゴスラビアの居住者
国名 人口

（百万人）*
セルビア 7.1
コソボ自治州を含む
セルビア

8.9

クロアチア 4.4
スロベニア 2.1
マケドニア旧ユーゴス
ラビア共和国

2.0

ボスニア・ヘルツェ
ゴビナ

4.6

アルバニア 3.7
モンテネグロ 0.6

「10以上の市場と、2,500万人超の将来の消費者・被雇用者を抱えるこれら7カ国は、 
大きな成長の機会を提供しています。」

アレクサンデル・サモニッグ、ECOVIS ConFidas有限会社、ベオグラード、セルビア

*出典:
ドイツ連邦共和国外務省
数字は四捨五入（一部推定値）



付加価値税率の引き上げ、付加
価値税免除の廃止、強制的な納
税制度（forced payments sys-
tems）の改善といった傾向が見ら
れます。

主要産業と主要機会
この地域の主要産業の一つは再
生可能エネルギー、即ちバイオマ
スとバイオガスで、特に農業部門
が強いクロアチアとセルビアにと
って重要なものとなっています。
また、ダイヒマンなどドイツの小
売大手も西バルカン地域で事業
を急拡大しています。

クロアチアの 最 大 の 強 み は、ま
もなくEUに加盟するという点で
す。2013年7月1日をもって、クロ
アチアへの物品の輸入について
国境が障害でなくなり、またEUの
市民がクロアチアで不動産を所
有できるようになります。クロアチ
アの主要産業である観光業は、宿
泊施設の改善に追加投資を必要
としています。

不動産部門は金融危機によって
大きな打撃を受けました。企業は
本業とは無関係の不動産プロジ
ェクトを手がけることが多くありま
したが、そうしたプロジェクトには
保証が求められたため、企業の事
業全体が圧力に晒されました。そ
の結果、支払期間の長期化とも相
まって、流動性が大幅に低下しま
した。こうした状況下で、資産を取
得する機会が見込まれています。

セルビアではフィアットがセルビ
ア企業のザスタバを買収し、自動
車業界の再編が行われました。サ
プライヤー数社もこれに追随し、
成功が確実視されています。当社
では、特にセルビア中央部の金属
工業において、労働集約型の組
立や量産前試作といった産業が
将来の鍵を握ると考えています。

確かに西欧に比べ生産性の水準
が劣っていますが、こうした状況
は時とともに改善されるでしょう。
当面では、賃金水準が一般的に
低いことで生産性の低さが補わ
れます。当社の経験から言えば、
多くの投資家にとっての主要な関
心事は、進出に後れを取って現在
のコストメリットを享受できなくな
ってしまう前に、こうした市場に参
入することです。

事前準備が重要であり、適切な立
地の調査が不可欠です。教育水
準が高く訓練を受けた労働者が
存在しており、彼らは他国で「ガス
トアルバイター」（外国人労働者）
になるのを避けようと、国内で仕
事を探しています。経済学者のジ
ョセフ・スティグリッツは生産性と
高学歴労働者のコストとの対比
について、クロアチアが世界で最
も優れていると指摘しており、こ
の結論はクロアチアの近隣諸国
にも当てはまると見られます。

まとめ
西バルカン地域とスロベニアは
欧州の隠れた宝石の一つです。こ
の地を訪問して分析し、将来の計
画に組み入れる価値は十分にあ
るでしょう。バルカン諸国で事業
を行うという意思決定ができる投
資家とは、最初に行動する者であ
り、他者に先んじて取り組んでい
く覚悟のある、経済的な洞察力を
持った人物です。

現在の危機もまた機会をもたら
しています。外 国 からの 投 資 が
大いに必要とされており、この地
域の国々は、土地が安く、協力的
で、助成金もあることから、投資
家を引き付けています。外国から
の投資を巡って西バルカン諸国
間のみならずその内部の各州・郡

（states）の間で競争が行われる
ことは、腐敗に対する最良の薬で

もあります。行政面での障害は常
に存在しますが、良く計画を練り、
準備を整え、助言を得られれば、
外国直接投資プロジェクトの成功
の見込みは高いものとなります。
最大の成功を収めつつあるのは
製品をEUに輸出するプロジェクト
です。特に資金調達において正し
い戦略的アプローチを採れば、外
国直接投資プロジェクトは高い競
争力を持つでしょう。

ECOVISではこの地域についての
洞察と将来の機会に関するビジョ
ンを提供し、皆様が他に先んじて
行動できるようお手伝いいたしま
す。これこそECOVISのやり方なの
です。西バルカン諸国における適
切な事業展望を得るには、ベオグ
ラードの「SEE Business」オフィス 
においでください。また当社の投
資に関する中心拠点（www.seeof-
fices.rs)も是非ご覧ください。

お役立ち情報
本稿の長編版をwww.
ecovis.com/ balkansに
て入手いただけます。

「クロアチア一般税
法の改正」に関する
詳細情報については
www.ecovis.com/ 
taxcroatia2012（または
以下のQRコード）をご覧
ください。

 



About ECOVIS
ECOVISはヨーロッパで発足したグローバルコンサルティングファームであり、40カ国を超える国々で4,000人超の人々が業務に携わっています。
税務コンサルティング、会計及び監査、法律相談、経営コンサルティングがECOVISの強み、コアコンピタンシーです。

国・地域レベルでの個別事情に応じた具体的アドバイスが可能なこと。それぞれの専門領域の枠を超えて、国際的なプロフェッショナルネットワー
クの有する幅広い専門知識を、横断的・学際的に活用できること。それらがECOVISの強さの特徴です。 それぞれのECOVISオフィスを通じ、資格を
もつバックオフィスの専門家達だけでなく、産業別、国別ノウハウを持つ世界中のECOVISの専門家を活用できます。

この多様な専門知識により、特に国際的取引や投資の分野では、クライアントの自国での準備から対象国でのサポートまで効果的なサポートを
提供することができます。
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