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Covid-19の流行による税優遇に関する政令41の公表

Covid-19の流行の影響を受けている企業等をサポートするために、政府は特定の企業等を対象とする法人税
（「CIT」）、付加価値税（「VAT」）、個人所得税（「PIT」）及び土地賃借料の支払期限の延長に関するDecree
41/2020/ND-CP号を発行しました。

＜ポイント＞

– 法人税（CIT）、付加価値税（VAT）、個人所得税（PIT）及び土地賃借料の支払期限の延長
– 適用対象となる業種が選定されており、自社が当該業種に該当するか判断する必要がある
– PITの支払延長は個人事業主のみが対象
詳細は、下記の通りになります：

1. 適用対象

以下の企業等は2020年のCIT・VAT・PIT・土地賃借料の
支払期限の延長の対象となります：
–

–

–
–

ND-CP号に定義されている中小企業。

– ベトナム中央銀行の規定に従いCovid-19の流行の
影響を受けている企業、組織、個人を支援する金融
機関及び外資銀行の支店。
ベトナム中央銀行は、当
該金融機関及び外資銀行の支店のリストを公表する
農業、林業、漁業；食品の生産及び加工；繊維；衣服
の製造；皮革及び皮革製品の製造；木材加工及び木・
予定です。
竹製品（ベッド、箪笥、机、椅子を除く）の製造；わら
製品の製造；紙と紙製品の製造；ゴムとプラスチック
2. CIT、VAT、PIT及び土地賃借料の支
製品の製造；非金属鉱物製品の製造；金属製品の製
払の延期対象
造；機械工業；金属加工及びメッキ加工；電子部品、
コンピューター、光学製品の製造；自動車の製造；ベ
(i). CIT支払の延期
ッド、箪笥、机、椅子の製造及び建設に従事する企業、
組織、個人事業主。
– 2019年度確定申告によるCITの未払額及び2020年の
第1及び第2四半期のCIT未払額について、5カ月の支
払期限の延長が認められます。
倉庫及び輸送；ホテル及びケータリングサービス；教
育訓練；保健と社会支援活動；不動産業；人材紹介
と人材派遣業；旅行代理店、
ツアーオペレーター、観
– 2019年度のCIT を既に納付した企業は、支払われた
光事業に関するサポートサービス；創造的、芸術的、
CITの金額が他の税金の未納分と調整することが可
レクリエーション活動；図書館、博物館など文化的活
能です。
当該調整をするために、納税者は財政省によ
動；スポーツ、娯楽活動；映画の上映に関する企業、
る2016年6月17日付のCircular 84/2016/TT-BTC号
組織、個人事業主。
におけるForm C1-11/NSに納税済額の詳細を記載
し、納税済みの証明書と一緒に税務当局に提出しな
ければなりません。
裾野産業製品、主要な機械製品の製造に従事する企
業、組織、個人事業主。
– 適用対象の事業に該当しない独立支店を除き、企業
の独立支店も支払期限の延長の対象になります。
中小企業のサポートに関するLaw 04/2017 / QH14
号および2018年3月11日付のDecree 39/2018 /
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(ii). VAT支払の延期 (輸入VATを除く)

以下のとおり5カ月の支払期限の延長が認められれ
ます：
– 毎月VATを申告し、納付する場合：2020年の3月、4
月、5月、6月のVATの未払額は支払期限の延長の対
象になります。

– 四半期ごとにVATを申告し、納付する場合：2020年の
第１及び第２四半期のVATの未払額は支払期限の延
長の対象になります。
– 適用対象の事業に該当しない独立支店を除き、企業
の独立支店も支払期限の延長の対象になります。
(iii). 土地賃借料の支払期限の延長

以下のとおり5カ月の支払期限の延長が認められ
ます：
– 政府から直接土地を賃借し、毎年土地賃借料を支払
う納税者は、2020年の最初の支払期限について土地
賃借料の支払期限の延長を認められます。

– 土地賃借料の支払期限の延長は、2020年5月31日か
ら5カ月以内とします。
(iv).  個人事業主の事業所得に対するPIT支払の
延期

– 前述の事業に従事する個人事業主に対し、事業所得
に関するPITおよびVATの支払期限を2020年12月30
日まで延長します。
(v). 事務手続

– 上記の各税目および土地賃借料の支払期限の延長
は自動的に適用されるものではありません。

– 税務申告書を税務当局に提出する際に、税金及び土
地賃借料の支払期限の延長の申請書を同時に提出
する必要があります。
（支払期限の延長の申請書を別
に提出する場合は、2020年7月30日までに提出しな
ければなりません）。
なお、遅延利息は徴収しないも
のとします。
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