
 

 

 

Disclaimer: The Vietnam offices of TMI Associates presents this legal update only for the purpose of providing clients with an update of the recent legal changes in 
Vietnam instead of providing any legal advice or legal opinion on the same. Consequently, this legal update should not be used as legal advice for any matters in any 
cases for whatsoever reasons. Moreover, this legal update is drafted in compliance with the legal document(s) as mentioned herein at the date subscribed above, so 
such legal document(s) may amended, supplemented, replaced or abolished at the time of this legal update being read. Accordingly, it is strongly recommended to 
contact us for an official confirmation on the validity of the legal document(s) in question. 

 

政府は、2021 年 11 月 16 日、インボイス・税務・税関・保険事業・宝くじ事業・会計・監査などの分野における

行政違反処分を定める政令のいくつかの条項の一部を修正・補足する政令第 102/2021/ND-CP 号（102 号政令）を

公布した。102 号政令は、2022 年 1 月 1 日から施行され、これにより税務およびインボイス関連分野における行

政違反処分を定める政令第 125/2020/ND-CP 号（125 号政令）を含む複数の政令の対応する規定が失効する。本稿

では、102 号政令のうち、インボイス分野における行政違反処分に関する主要な内容を紹介する。 

 

1. 行政違反処分の時効1 

125 号政令は、インボイスの行政違反を処分する時効期間を、違反行為時から 1 年と規定しているが、102 号政令

はこれを 2 年に延長した。 

 

2. 行政違反処分の罰金額2 

125 号政令は、違法なインボイスの譲渡・販売行為に関して、（ア）税務当局から購入したが未発行であるインボ

イスの譲渡・販売、（イ）外部に発注したが未発行であるインボイスの譲渡・販売、（ウ）顧客から受注したイ

ンボイスの他の法人・個人への譲渡・販売に対し、行政罰金額を（ア）について 2000 万 VND 以上 5000 万 VND

以下、（イ）および（ウ）について 1500 万 VND 以上 4500 万 VND 以下、と規定しているが、102 号政令は、（ア）

だけでなく、（イ）および（ウ）に該当する場合以外のあらゆるインボイスの譲渡・売買に対し、2000 万 VND 以

上 5000 万 VND 以下の行政罰金を科すものとした。 

さらに、125 号政令は、インボイスの紛失・焼却・損壊行為に関して、（ア）税務当局から購入したが未発行であ

るインボイスの紛失・焼却・損壊、（イ）発行済みであり、すでに申告・納税・取引の証明に使用されたインボ

イスの紛失・焼却・損壊に対し、4000 万 VND 以上 8000 万 VND の行政罰金を規定しているが、102 号政令は、

上記の行為に加えて、（ウ）発行済みだが、税務申告前のインボイスを紛失・焼却・損壊する行為を新たに追加

した。 

 

1 102 号政令第 1 条 1 項 
2 102 号政令第 1 条 2 項、3 項 
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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/Dao Thi Lan Anh 

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/Le Duc Son 

Tel: +84-24-3826-3826 

Email: hanoi@tmi.gr.jp  


