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計画投資省はこの程、Covid-19パンデミックの影響による事業運営上の困難を軽

減し、そして、公共投資を促進するための課題と政策に関する政府の決議草案

（以下「決議案」という）をホームページに掲載しました。本草案は、2020年4

月10日の政府と地方自治体との間のオンライン会議において、Covid-19パンデミ

ックの影響を最小限に抑える目的で、企業と困難を共有するよう政府が指示した

ことを受けて作成されたものです。それに伴い、政府は以下のように各省庁と省

人民委員会に具体的な課題と政策を指示しました。

決議案における注目すべき事項

税金・土地賃料支払期限の延長の対象業種の追加、及び支払期限の更なる延長

法人所得税（“CIT”）、個人所得税（”PIT”）または付加価値税（“VAT”）

の免税・減税

• 石油及びガス開発、石油事業を営む企業に税金・土地賃料の支払期限を延長

する

• 天然資源税または特別消費税（“SCT”）の支払期限を延長する

• 個人所得税（“PIT”）における基礎控除額と扶養控除額を拡大する

• 運輸業で使用される燃料にかかる環境保護税を免税または、減税する

• 2020年までに国内で生産または組立される自動車の登録料を50%引下げする;

国内自動車産業に対して特別消費税に関するインセンティブを付与する

• 中小企業に対して2020年度のCITを50%減税する

• 原材料を含め、困難に直面している商品やサービスに対して付加価値税率

（現在は10％）を免税または50％減税する

• 企業、個人事業主または世帯に対して2020年度のCIT、PITを一時的に免税ま

たは、減税する

• 航空や観光など、Covid-19のパンデミックの深刻な影響に直面する企業に対

して、2020年のVATの還付を検討する

• 2019 年度のCIT、VAT、PIT、土地賃料の支払期限の延長可能期間を 1 年とす

る（政令第 No.41/2020/ND-CP 号では 延長可能期間は5 ヶ月）

• 輸出税の一部の支払を5ヶ月程度の延長（2020年第2四半期まで）を認めるこ

とを検討する

航空業におけるガソリン輸入税などのように、いくつの事業での期間限定で

の輸出入税率を適時に調整する

• 関連者間取引を行う企業に対する税務管理に関する政令第20号/2017/ND-CPの

第8条第3項を改正・補足する政令草案を確定させ、それにより2017年及び

2018年度の課税期間に遡って適用することを可能とし、損金不算入となる純

支払利息の繰越可能期間は発生年度から5年以内とする

ローンの利息及び費用の免除・減額または返済期間延長の継続

• 企業による新規ローンまたは既存ローンに対する利息を免除または約2%削減、

関連する費用を免除または削減する

• 優遇金利での融資を次のような企業に対して行う(i)  Covid-19の影響で大き

な被害を受けた大規模及び中規模企業に期限6ヶ月から9ヶ月の融資を行う

(ii) 小規模企業に期限3ヶ月から6ヶ月の融資を行う

外国人専門家、管理職、技術職に対する入国または労働許可

• 企業の生産と事業活動を維持する目的でベトナムへの入国を許可される外資

系企業の外国人専門家及び経営者、技術者に対して特別入国手続を適用する

• 外資系企業に就労する外国人専門家及び、技術者に対する労働許可証の更新

既にベトナムから出国し、ベトナムへの入国が許可されない前任者に代わり

派遣される、後任の外国人専門家及び、技術者に労働許可証を発行する

その他の注目ソリューション

• 法的文書、制度上の問題、特に投資及び生産、事業等における問題を検討し、

生産や事業における困難を軽減するよう迅速に対策を提案する

• HSコード適用時の困難を軽減する目的で他国、特にEU域内で使用されるHS

コードに合わせて輸出入のHSコードを統一することを検討する
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DELOITTE VIETNAM からのコメント

Covid-19パンデミックの影響により、企業が生産・事業活動に多くの困難を抱えている中で、本決議案で提案された対策は、企業のコスト負担を軽減し、生産・事業活

動の安定と継続に重要な役割を果たすことになります。

特に、上記の対策は、税金と土地賃料の支払期限の延長に関する政令（第41号/2020/ND-CP）、Covid-19パンデミックの影響を受け困難に陥る人々のための支援パッケー

ジに関する決議（第42号/NQ-CP）など、企業と人々を支援するためのいくつかの政策が発行された直後に、政府が各省庁に対して検討、補足するように指示して提案さ

れたものであります。弊社では、これらの問題は、Covid-19パンデミックに対応し、既存の困難の解決及び生産の促進、経済の回復のために、2020年4月末に首相と経済

界とのオンライン対話会議で議論されることになるものと考えております。

これに伴い、弊社では、企業側で決議案における対策を確認し、コメントや提案を準備されることをお勧めいたします。これにより、政府が、Covid-19パンデミックに

よる企業の困難を軽減するための対策を早期に完備し、更なる対策の立案を継続できるようになるものと期待されます。

弊社では、政府の支援対策について、定期的にフォローアップを行い、適時に情報提供いたします。

また、弊社では、Deloitte SEAと共同して、Covid-19パンデミックへの企業の対応を支援するためのアドバイザリーグループを設立しております。Covid-19の影響によ

る継続的な運営の確保するために、流動性の分析、運転資金不足、債務整理、効果的な経営ソリューションの模索、コスト削減、契約に関する条件の見直しとリスク管

理等の緊急性のある課題に対応しております。

ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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