
 

 
 
 

TaxFlash | Page 1 of 3 

  TaxFlash Tax Indonesia / 2019年 8月 / 第 13号 

 

輸入物品の再輸出  – アップデート 
 

2019年7月30日、財務大臣 (MoF) は輸入物品の再輸出に関する規則 

No.102/PMK.04/2019 (以下「PMK-102」)を公布しました。PMK-102は2019年8月

28日に発効し、同事項について規定する従来の財務大臣規則 

No.149/PMK.04/2007 (以下「PMK-149」)を廃止します。 
 

現行規定 (即ち、PMK-149)では、輸入物品の再輸出は、下記のいずれかのケース

において税関長の承認を得ることを条件に実施することができます: 

 

a. 輸入物品が発注書の仕様と異なる 

b. 輸入物品が誤って配送された 

c. 輸入物品が破損している 

d. 輸入物品が、禁止物品等、政府規定により輸入が禁止されている 

 

PMK-102では、輸入物品が税関申告書にて申告されておらず、輸入過程で実施さ

れる物理的検査で下記のいずれかの結果が認定されることを条件として、再輸出が

できない条件を追加で規定しています: 

 

a. コンテナ数又はパッケージ数が税関申告書の記載内容と一致しない 

b. 税関申告書にて申告された物品が発見されなかった 

c. 物品が税関申告書に記載されていない、及び/又は 

d. 物品が禁止及び/又は 制限項目に該当し、輸入業者が必要なライセンスを保有

していない 

 

さらに、再輸出は、輸入申告が既に申告されており、物理検査の結果、物品の金額

及び/又は種類が異なると判定された場合は実施できない。しかし、この規定は、輸

入申告が下記のいずれかの主体により提出された場合は例外的に適用されない:  

 

a. 認定業者(AEO)に認定された輸入業者及び/又はMitra Utama Kepabeanan 

に認定された輸入業者、又は 

b. 低リスク輸入業者と認定された製造業者 

 

さらに、従来規定と異なり、再輸出申請審査及び再輸出審査の行政手続はPMK-

102にて細則が規定されています。 

________________ 

輸入物品の再輸出 – アッ

プデート P1 

 

一時輸入 – アップデート P2 

____________ 
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一時輸入 – アップデート 

 

財務大臣は一時輸入について規定する規則 No.106/PMK.04/2019 (以下「PMK-

106」)を公布しました。PMK-106は同事項を規定する従来の財務大臣規則 

No.178/PMK.04/2017 (以下「PMK-178」)を修正します。PMK-106は2019年7月29

日付けで公布され、同年8月12日に効力を生じました。 

 

従来のPMK-178では、一時輸入物品は輸入関税免除又は輸入関税軽減措置の対

象となると規定されていました。PMK-178では、輸入関税免除措置の適格物品の一

覧を設けており、免除措置の一覧に明記されていない物品は輸入関税軽減措置の

適格物品としてみなされていました。今般のPMK-106では、従来、輸入関税免除の

対象とされた一部の物品を削除しました。従って、これら削除された物品は今後は輸

入関税軽減措置のみ適用されることを意味します（例えば、サンプル品）。 

 

さらに、PMK-106では、セミナー、会議、ワークショップ又はこれに類似する活動に供

する物品の一時輸入に関する特定期間について以下のとおり規定しています:  

 

a. 特定仕様の車両:  

• エンジン容量 ≥ 3,000 ccの4輪車両、ただしバスとトラックを除く、又は 

• エンジン容量 ≥ 500 ccの2輪車両 

一時輸入の最長期間は2ヶ月であり、延長は不可能。 

b. 車両以外の物品の一時輸入期間は最長で1年であり、延長は不可能。 

 

セミナー、会議、ワークショップ又はこれに類似する活動に供する物品以外の物品の

一時輸入期間は若干修正され、最長で1年とし、3年を限度に延長ができます。 

 

経過規定はPMK-106にて以下のとおり規定されています:  

 

a. 発行済み一時輸入ライセンスはその期限日まで有効とする。 

b. セミナー、会議、ワークショップ又はこれに類似する活動のための発行済み一時

輸入ライセンスは、その期限日まで有効とし、延長は認めない。 

c. 下記の物品の展示を目的とした一時輸入ライセンスは以下のとおりとする:  

• エンジン容量 ≥ 3,000 ccの4輪車両、ただしバスとトラックを除く、又は 

• エンジン容量 ≥ 500 ccの2輪車両 

一時輸入ライセンスは2ヶ月を上限として有効とし、延長は認めない。 

d. 申請済みで審査結果の出ていない一時輸入ライセンスはPMK-106の規定に従い

取り扱う。 
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