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政府は、2020年 10月 19日、インボイス・電子インボイスに関する政令第 123/2020/ND-CP号

（123号政令）を公布した。123号政令は 2022年 7月 1日から施行され、これにより、◇商品販

売およびサービス提供のインボイスに関する 2010年 5月 14日付け政令第 51/2010/ND-CP号（51

号政令）、◇51号政令を改正・補足する 2014年 1月 17日付け政令第 04/2014/ND-CP号、◇商品

販売およびサービス提供の電子インボイスに関する 2018年 9月 12日付け政令第 119/2018/ND-CP

号（119号政令）のいずれも失効する。以下、123号政令の主要な改正点を紹介する。 

 

1. 禁止行為1 

123号政令は新たに以下の禁止行為を規定した。 

◇税務当局に対する禁止行為 

(a) インボイスを購入する組織・個人に対し、トラブルや困難を引き起こす行為。 

(b) 違法なインボイスを使用するために、組織・個人を隠蔽し、又は違法使用を共謀する行為。 

(c) インボイスを検査、審査する際、賄賂を受け取る行為。 

◇商品販売・サービス提供する組織・個人および関連する権利・義務を有する組織・個人に対す

る禁止行為 

(a) 違法インボイスの使用やインボイスの違法使用などの不正行為 

(b) 税務当局が公務遂行することを妨害する行為。具体的には、インボイスを検査、審査する際に

税務当局の身体や尊厳を害する行為。 

(c) インボイスおよび文書の情報システムへ不正にアクセス、改ざん、破壊する行為。 

(d) 違法な目的でインボイスや文書に関するその他の行為を行うために贈賄する行為。 

 

2. 電子インボイス使用の義務化2 

119号政令では、2020年 11月 1日から電子インボイスを使用しなければならないと規定されてい

たが、123号政令の公布に伴い、当該規定は廃止され、以下のような期限が設定された。 

(a) 事前印刷したインボイス・自社発行したインボイス・税務当局コードのない電子インボイスの

発行を通知した企業・組織、税務当局コード付きの電子インボイスの利用を登録した企業・組

織、123号政令が公布される前に税務当局からインボイスを購入した企業・組織は、これらのイン

ボイスを 2022年 6月 30日まで、従前の手続に従い使用することができる。 

                                                      
1 123号政令第 5条 
2 123号政令第 59条及び 60条 
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(b) 123号政令の公布日から 2020年 6月 30日までの間に、税務当局から電子インボイス使用の通

知を受けた企業が、情報技術インフラの要件を満たしていない場合、上記（1）の各インボイスを

引き続き使用することができるが、付加価値税申告時に、所定の申告書によりインボイスデータ

を税務当局に送付する。 
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ご質問は下記まで： 

[ ホーチミンオフィス ] 

岡田英之 Hideyuki Okada／小林 亮 Ryo Kobayashi／Nguyen Thi Hong Phuc／Le Thi Bich Tram 

Tel: +84-28-6299-0666 

Email:  hochiminh@tmi.gr.jp 

[ ハノイオフィス ] 

岡田英之 Hideyuki Okada／小幡葉子 Yoko Obata／Le Phuong Lan／Nguyen Le Tram／Nguyen 

Thu Huyen 

Tel: +84-24-3826-3826 

Email: hanoi@tmi.gr.jp  


