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2020年10月19日付の政令第123/2020/ND-CP号(以下、「政令123」という)は、2022年7月1日まで電子イン

ボイスの強制適用を正式に延期することを決定しました。

但し、技術インフラの条件を満たした企業は、本政令123に従って電子インボイスと電子文書を適用する
ことが推奨されます。また、本政令の移行条項は2022年6月30日までの間、税務当局から電子インボイス
の適用を要求されますが、企業が技術インフラの条件を満たしていない場合、そのような企業はVAT申告
と共に、本政令に付録されたフォームNo.03/DL-HDDT, Appendix IAを利用してインボイスデータを税務当局

に提供しなければならないと規定されています。
したがって、企業は2022年6月30日まで「紙インボイス」及び以前の規制の下で登録された電子インボイ
スを使用し続けることができます。この移行期間中、政令第119/2018/ND-CP号(「政令119」)に従って電
子インボイスを適用している場合を除き、企業は政令第51/2010/ND-CP号、政令第4/2011/NĐ-CP号および
通達第32/2011/TT-BTC号に従って、インボイス関連手続を適用することとします。さらに、政令123では

一定の期間に限って特定のケースに対し、税務当局から供給された紙インボイスの使用が許可されます。

電子インボイスに関する政令123で規定された内容のほとんどは、電子インボイスに関する2018年9月12
日付の政令119及び政令119のガイダンスとなる2019年9月30日付の通達第68/TT-BTC(「通達68」)に示され
ましたが、政令123は電子インボイスの適用について更に明確化しました。
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1. インボイス発行の時点

• 政令123 は、電子インボイス発行の時点が電子インボイス

上の電子署名の時刻と異なる場合、税申告は電子インボイ
スが発行された時点であることを規定しています。

• サービス提供に伴うインボイス発行の時点は、サービス提
供の完了時またはサービス料の徴収時のいずれか早い方と
します。インボイス発行せずに料金を徴収する例外的な取
扱いとして、会計、監査、財務や税務アドバイス、評価、
調査、技術設計サービス、管理監督上のアドバイス、建設
投資プロジェクトに関するアドバイスサービスなどのサー
ビス提供を確保するための預け金または前払金のみに適用
されます。

• 複数の段階で構成されるサービスの各段階で物品の引渡し
または納品を行う場合、インボイスは引渡し又は納品時ご
とにそれぞれ発行されます。
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1. Time of invoice issuance

• 航空、電気、水道、テレビ、郵便サービス、通信サービス、物
流サービス、情報技術サービスなど、定期的に行われ、データ
調整が必要である大量のサービスを提供する特定のビジネスに
おいては、データ調整を完了する際にインボイスを発行するこ
とができますが、サービスが提供された月の翌月の7日または
合意された期間の終了日から7日目までにインボイスを発効し
なければなりません。

• 直接、顧客に商品やサービスを提供し、会計を本部に集中化す
る小売店および飲食チェーン店は、コンピュータ接続される精
算システムが税務当局のシステムとデータを接続する条件を備
えていないが、取引ごとにインボイスを印刷する機能を有する
場合には、小売店及びチェーン店は、電子インボイスを必要と
しない顧客の取引を一日の終わりに発行されるインボイスの情
報をまとめて電子インボイスを発行することが認められます。

• 銀行、有価証券、保険サービス、E-ウォレットを通じて買い手
に送金される電子マネーについて、電子インボイスを必要とし
ない顧客との取引にあたり、一日の終わりまたは一か月の終わ
りに、合計金額の電子インボイスを発行することができます。

• 健康診断・治療サービスを提供し、顧客に直接インボイスを印
刷可能な管理ソフトウェアを備える企業は、電子インボイスを
必要としない顧客との取引は、一日の終わりに発行済みインボ
イスの情報をまとめた電子インボイスの発行が可能です。

• ガソリンの小売に関しては、販売取引ごとに電子インボイスを
発行する必要があります。(以前の規制により、一日の終わり
に一括発行することは認められません。)

• 支払用のソフトウェアを使用するタクシーで旅客輸送サービス
を行う場合、企業は各旅客輸送の終了時に顧客と税務当局に当
該旅客輸送に関連するデータ(または顧客から要求された場合
は電子インボイス)を転送する必要があります。
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2. 電子インボイスの使用に関する注目すべきポイント

• 税務当局の認証コードを含む定期的に使用される電子イン
ボイス (電子インボイスサービスを提供する組織・事業体
を通じて、使用の最初の12ヶ月間にサービス料を支払う必
要がない場合) は以下の場合に適用されます。

i. 社会・経済的に困窮または特に困難な地域で事業を
行う中小企業、協同組合、世帯および個人;

ii. 経済区、工業団地、ハイテクパークで事業を行う企

業を除き、財務省への人民委員会からの要請に応じたそ
の他の中小企業
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2. The usage of e-invoices

• 税務当局の認証コードを含まない定期的に使用される電子イ
ンボイス(電子インボイスサービスを提供する組織・事業体
を通じて) は、税務当局の認証コードを含む定期的に使用さ
れる電子インボイスの使用対象に該当していない企業、経済
団体、世帯および個人事業体に適用されます。

• 税務当局による認証コードが取引発生時に付与される電子イ
ンボイスは、次のような特定のケースに適用されます。ビジ
ネスは行っていないが、商品やサービスの販売を行う組織、
清算や倒産により、事業を停止し、税コードが無効になった
企業や経済団体が資産を売却する場合、事業を停止したが、
税コード無効化の手続を完了していない企業や経済団体が資
産を売却する場合、企業や経済団体が税務当局から事業停止
の通知を受ける前に締結した契約を履行するために事業活動
を停止する場合、企業や経済団体が税務当局により電子イン
ボイスの使用停止を余儀なくされた場合。

• 税務当局から購入し、使用期間が最大 12 か月間である紙イ

ンボイスは、税務当局の認証コードを含む定期的に使用され
る電子インボイスの使用対象であり、電子インボイスのデー
タを送信するための技術インフラ上の条件を満たしていない
企業および経済組織に適用されます。
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3. インボイス発行の不備に対する処理

• 電子インボイスの場合：税コードまたはインボイス上の金
額に関連するその他の情報（インボイスの金額、税率、税
額、商品の仕様や品質）に関する不備の場合、売り手は2
つの選択肢があります: 

i. 発行されたインボイス上の不備を修正するための
調整を行う

ii. 不備のある発行済み電子インボイスに置き換える
新たな電子インボイスを発行する

• 買い手と売り手が別途、合意をしない限り、電子インボイ
スの訂正に関する合意書面の作成は必要ありません。

• 税務当局が発行した紙インボイスの場合：インボイスが作
成され、商品の引渡しやサービス提供時に買い手に引き渡
された場合、または売り手と買い手が税金を申告している
場合には、単に発行されたインボイスの不備を調整するの
みで、買い手と売り手が別途の合意をしない限り、インボ
イスの訂正に関する合意書面の作成は必要ありません。

4. 市場における商品の流通チェック目的での電子イ

ンボイス情報へのアクセス

• 管轄省庁や当局担当者は、電子インボイスから変換された
紙のインボイスの提供を要求することなく、アクセスデバ
イスを使用して電子インボイスのデータを検索します。

• インターネットアクセスに影響を及ぼす事故や自然災害に
より、データが不安定となる場合、電子インボイスのデー
タにアクセスする代わりにメッセージングの形式を使用し
ます。これは新たなアプローチであり、財務省によって、
この新たなアプローチをより明確にするガイドが出される
予定です。
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5. その他の注目すべきポイント

• インボイスは、商品やサービスの借用／返却に必要です。
（従来の規制では必要ありません）

• 販売活動およびサービスの提供において、電子インボイス
の発行を第三者に委任することに関する新たなガイドライ
ン

• 電子インボイスサービス提供者を通じることなく、税務当
局に直接電子インボイスのデータを送信することを許可す
る仕組が導入されます。

• 管轄省庁、信用機関、電子インボイスサービス提供者など
の機関に対して電子インボイス情報を使用するための登録
の要件及び手続を導入・案内します。

政令123は2022年7月1日から有効であり、政令123において廃止

された特定の規定を除き、インボイスに関する現行の規定のほ
とんどは、2022年6月30日まで続いて有効であります。以下は

企業が注意すべきインボイスに関する現行の規制です。

o インボイスを規定する2010年5月14日付の政令51/2010/ND-CP 
2010号 (「政令51」)。

o 政令51を改正・補足する2014年1月17日付の政令04/2014/ND-
CP 2014号

o 政令51に基づいて電子インボイスについてガイダンスする
2011年3月13日付の通達第32/TT-BTC号

o 電子インボイスについてガイダンスする2018年9月12日付の
政令119

o 政令119の規定の一部をガイダンスする2019年9月30日付の
通達68
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