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主要変更事項

• 2020年10月15日、政府は企業、支店、駐在員事務所の設立登録、従業員の雇用報告、社会保険加入番号の発行、事業所設立時の
インボイス使用の登録などの諸手続に向けた協力及び連携を規制する政令第122/202020/NĐ-CP号を公布しました。（以下、「政令
122」という）

• 政令122は2020年10月15日から施行され、企業登録に関する通達第20/2015/TT-BKHDT号を改正・補足する通達第02/2019/TT-
BKHDT号に添付された付録に代わるものとします。

背景

政令122の主要変更事項は以下のとおりです。

1. 企業登録担当機関は、上記の手続の実施で連携し、当該提出書類の受領と結果の通知を行う中心的な役割を担います。したがっ
て、企業、支店、駐在員事務所は、各専門管理機関（企業登録機関、社会保険機関、労働管理機関、税務局）にて書類提出及び結
果受取を行わなくとも、企業登録担当機関だけでこれらの諸手続を行うことができます。

2. 設立後、関連情報において変更があった場合、企業、支店、駐在員事務所は当該専門管理機関へ登録または届出を行うこととしま
す。

3. 企業、支店、駐在員事務所の認定番号（ID）は、社会保険への加入者番号としても使用されます。

4. 本政令は、企業、支店、駐在事務所の設立登録、従業員の雇用報告、社会保険加入番号の発行、インボイス使用登録に関する書
類を改正・補足するものであります。上記の手続きに関する登録情報は、本政令に付録されたAppendices I-1、I-2、I-3、I-4、I-5 に
記載され、通達第02/2019/TT-BKHDT号と共に発行されたAppendices I-1～I-5 とAppendices II-11の代わるものとします。
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1. 適用対象

本政令は次の対象に適用されます：企業の創業者、企業法に基づ
いて支店または駐在員事務所の運営登録を行った企業

2. 国家管理機関間の協力・連携の手順

企業登録担当機関と社会保険機関の間の連携 (第5条)

• 企業登録担当機関は、企業登録証明書、支店・駐在員事務所の
運営登録証明書、従業員の予定人数、事業内容、社会保険の
納付方法等の情報を社会保険機関に共有します。

• 社会保険料を納めている従業員数の情報を企業登録担当機関
に共有します。

• 企業、支店、駐在員事務所の認定番号は社会保険への加入者
番号としても使用されます

企業登録担当機関と労働管理機関の間の連携 (第6条)

• 企業登録担当機関は、企業の法定代表者、支店長、駐在員事
務所の所長の氏名、身分証明書番号、住所、主な事業内容、従
業員の予定人数などの情報を労働管理機関（社会福祉傷病兵
労働局・省）に共有します。

インボイス使用登録に関する企業登録担当機関と税務当局との
間の連携（第7条）

• 企業登録担当機関は、企業、支店、駐在員事務所の設立登記
情報および企業や支店のインボイス使用登録情報を税務当局
に共有します。

• 税務当局は、税務登録情報システムで自動生成された企業、
支店、駐在員事務所の認定番号と管轄税務当局の情報を企業
登録担当機関に共有します。

労働管理機関と社会保険機関の間の連携（第8条）

ベトナム社会保険省は、国家公共役務ポータルを通じて、社会福
祉傷病兵労働省に企業、支店、駐在員事務所の従業員の増減ま
たは変更の情報を共有します。
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3. 本政令の適用に関するその他の注目すべきポイント

• 政令122は2020年10月15日から有効となります。

• 企業が企業登録規則および本政令に基づき、企業、支店、駐在員事
務所の設立登録手続きを行った場合、政令第03/2014/ND-CP号の第
1項、第8条で規定された従業員の雇用報告を行う必要はありません。

• 企業または支店が本政令に基づいてインボイス使用登録を行った場
合、政令第51/2010/ND-CP号の第6条、第2項、第e号および第8条、
第2項、第2号で規定されたインボイス使用登録を行う必要はありませ
ん。

• 本政令に付録される企業登録申請書、または支店、駐在員事務所、
事務所の登録届出書は、企業登録のガイダンスとなる通達第
02/2019/TT-BKHDT号に付録されたAppendices I-1～I-5と
Appendices II-11の代わるものとします。
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