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特定産業を対象とする新たな租税優遇策 
 
インドネシア政府はこのほど、特定産業を対象とする新たな租税優遇策を規定する

政府規則 No.45 Year 2019 (以下「GR-45」) を公布しました。この優遇策は以下本

稿において“特別控除”と称します。GR-45 は、所得税法の主な実施細則として制定

されたGR No.94 Year 2010 (以下「GR-94」)に修正するものです。GR-45 は2019年

6月26日付けで公布され、同日付けで発効しました。 
 

GR-45では特別控除措置の概要のみ規定しており、その詳細（適格な労働集約型産

業、優遇措置の適用期間、要件等）は別個の財務大臣規則にて細則が決められる

予定です。 
 
 

A. 労働集約型産業を対象とする優遇措置 

 

優遇措置の内容 

 

有形固定資産（主要事業の用に供する土地を含む）の形態による投資額の60%

を上限として純利益から控除され、当該控除は特定期間にわたって適用される。 

 

適格性 

 

下記の全ての条件を満たす、新規投資又は事業拡大を行う企業が当該優遇措置

を享受する資格を有する: 

a. 労働集約型産業であること、及び 

b. 所得税法第31条A項に基づく税額控除優遇措置、又は資本投資法第18条(5)

項に基づくタックス・ホリデー優遇措置を享受していないこと。 
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B. 特定技能人材開発を対象とする優遇措置 

 

優遇措置の内容 

 

特定技能人材開発のために支出した金額の200%を上限とした、利益総額の控

除。 

 

適格性 

 

労働力需要に応えるために、特定技能人材開発を目的としたインターンシップや

職業訓練を行う企業。 

 

適格なインターンシップの範囲は下記のためのインターンシッププログラムが含ま

れる: 

a. ハイスクール及びディプロマ・レベル (sekolah menengah kejuruan dan 

perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi) 並びにトレ

ーニングセンター (balai latihan kerja)に準ずる教育機関に属する職業訓練

教育機関の生徒と教師 

b. 政府が運営する職業訓練プログラム 

 

職業訓練プログラムは、ハイスクール及びディプロマ・レベル (sekolah 

menengah kejuruan dan perguruan tinggi program diploma pada 

pendidikan vokasi) 並びにトレーニングセンター (balai latihan kerja)に準ずる

教育機関により委託を受けた事業者が行うプログラムであると定義される。 

 
 

C. インドネシアにおける特定の研究開発活動を対象とする優遇措置 

 

優遇措置の内容 

 

インドネシアにおける特定の研究開発活動のために支出した金額の300%を上限

とした、利益総額の控除（当該控除は特定期間にわたって適用される）。 

 

適格性 

 

インドネシアにおいて、最終的に国内産業の競争力向上に貢献する発明、イノベ

ーション、新技術の習得、又は技術移転を伴う研究開発活動に従事する企業。 

 
 

詳細は財務大臣規則にて規定されますが、上記Aの労働集約型産業向け優遇措置

は、税額控除優遇措置の内容と類似していると考えられます。この優遇措置は、基本

的に事業体の種類に応じて適用される租税優遇措置であるとみられます。 

 

一方、上記B及びCは新たに控除適格費用を設けるものであり、税額控除額は実際

の費用の金額よりも高くなる場合があります。この優遇措置は事業体の種類に応じた

ものではなく、費用の種類に応じて適用されるものです。 
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