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買手が受け取るインセンティブに対する課税処理 

2018年11月29日、国税総局（DGT）は、特定条件下で買手が受け取るインセンティブに対する課

税処理に関するDGT通達 No.SE-24/PJ/2018（以下「SE-24」）を公布し、SE-24は同日発効しま

した。SE-24は、買手インセンティブ・スキームに関する課税処理を明確化しています。 

 

対象範囲  

SE-24では、売手は顧客（製造業者、流通業者、及び代理店を含む）に製品を販売する当事者とし

て定義され、一方で、買手は、流通業者、代理店、及び小売店に対し再販売する目的で、売手か

ら製品を購入する当事者として定義されています。 

インセンティブは、現金（ボーナスを含む）、財、又は債務の軽減という形式をとることができます。

債務の軽減の形式によるインセンティブは、ディスカウントとしてみなすことはできず、従って、商業

インボイス及び付加価値税（VAT）インボイスにおける課税標準算定のために販売価格を低下さ

せるディスカウント（割引）として申告することはできません。 

 

当該規則で網羅されるインセンティブは以下のとおりです: 

 

1. 特定条件を満たすことによって受け取るインセンティブ： 
 

ここでの特定条件は、特定の購入額、再販売額、及び/又は特定期限内の支払いの達成とい

った形式をとることができます。 
 

  当該のインセンティブは以下の項目に該当するものとみなされます: 

 報奨：一般的な場合、又は 

 マネジメント・フィー（管理費用）：役務提供活動について明記する契約が存在し、サービ

ス・フィー（役務報酬）の認識若しくはサービス・フィー・インボイスが存在する場合 
  

2. 空間及び/又は特定機械設備の提供に関して受け取るインセンティブ： 
 

このカテゴリーでは、買手が売手の便益のために提供する空間及び/又は特定機械設備が網

羅されます。例えば、売手の製品のマーケティング促進のための、売手商品陳列のためのフ

ロア、陳列棚、又は店舗が挙げられます。 
 

当該のインセンティブは以下の項目に該当するものとみなされます:  

 土地及び建物（L&B）賃貸所得：空間の形式をとる場合、又は 

 資産賃貸：機械設備の形式の場合 
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3. 販売取引に関連して受け取る補償 
 

当該のインセンティブは、以下の項目に関連して買手に提供される補償を網羅します: 

 価格変動のリスク負担：価格リスク補償の形式をとる場合、 

 引渡の遅延：罰金の形式をとる場合、又は 

 売手が指示する特定の販売活動：買手が負担する費用に対して売手が払い戻す形式をと

る場合 
 

課税処理 
 

 

売手 買手 

源泉税 1 VAT2 
所得税対象項

目 

受け取るイン

センティブに

かかる VAT 

特定条件を満たすことによって受け取るインセンティブ 

報奨 √3 √3 √3  

マネジメント・フィー √ √ √ √4 

空間及び/又は特定機械設備の提供に関して受け取るインセンティブ 

L&B賃貸 √ √ √ √4 

資産賃貸 √ √ √ √4 

販売取引に関連して受け取る補償 

価格保証  √ √5  

罰金  √ √5  

費用精算  √ √5  

 

注: 

1. 源泉税の種類及び税率は第一列に記載する所得の性質に基づく。 

2. VATは、インセンティブが財の形式で提供された場合に課税対象となり、その価額は合意（契

約）に基づく。輸出に関する VAT規則は、買手がオフショア（海外に所在する）場合に適用さ

れる。 

3. 価額が不明な場合、課税標準は市場価格に基づく。 

4. 買手がオフショアの場合、インドネシア国外で提供された役務に関するマネジメント・フィー、

L&B賃貸、及び資産賃貸は VATの課税対象とはならない。 

5. 国内納税者のみ該当する（恒久施設（PE）を含む）。外国納税者は、インドネシア国内におけ

る PEの所有の有無を問わず、第 26条所得税の課税対象とはならない。 
 

 

 

インドネシア–ベラルーシ租税条約の発効   

インドネシアとベラルーシとの租税条約が2013年3月19日に署名され、2018年2月21日付けの大

統領規則 No.6/2018の公布を受けて、インドネシア国内で批准されました。インドネシアからベラ

ルーシに外交文書が2018年5月9日に送達され、当該租税条約が発効しました。当該租税条約は

2019年1月1日以降に支払われた又は控除された所得に影響します。 

当該租税条約では、配当、利息、及びロイヤリティは最大で 10%の税率を適用して課税されること

が規定されています。かかる所得の受益者のみが、当該租税条約の恩典の適用が認められた当

事者としてみなされます。両国間のいずれかの政府、現地当局、又は中央銀行に対して支払われ

た利息は課税が免除されます。 

支店利益税の税率は10%です。当該税率は、石油、ガス、鉱業及びその他類似する産業における

生産分与契約又はその他全ての類似する契約には適用されず、また、これらの産業における州

当局及び国有企業にも適用されません。 
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