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自動車にかかる奢侈品販売税の新規則 
 

インドネシア政府は、省エネおよび環境に配慮した自動車の利用促進を目的として、

自動車にかかる奢侈品販売税（LST）に関する政府規則(GR) No.73/2019 (以下

「GR-73」)を公布しました。GR-73により従来のGR No.41/2013 (以下「GR-41」、既

にGR No. 22/2014によって改正済み)は廃止されます。GR-73は2019年10月16日

付けで公布されましたが、発効日は2021年10月16日であると規定されています。 

 

既存のGR-41と同様に、GR-73でも依然として自動車の仕様ごとにLST税率を区分

しています。自動車のハイレベルカテゴリー、即ち乗用車、ダブルキャビン車、その他

の車両 (例：ゴルフカート、キャラバン、ハイシリンダーキャパシティ (CC) 車両等)お

よび免除車両 (例： 救急車両、消防車両、軍/警察用途の車両等)に対する規定には

変更はありません。 

 

GR-73における主な変更点は以下のとおりです: 

 

1. 決定要件 

 

新たな決定要件は化石燃料消費水準、CO2 排出水準、および電動機能です。こ

れらの要素が新たに追加されてLST 税率が決定されます。乗員数、CC、および

機器の種類といった既存要件には変更はありません。 

 

2. LST 税率の変更 

 

LST 税率の構造は各自動車の種類により変更されます。主な変更点は次のとお

りです: 

• 乗用車: 15% – 70% (現行では10% – 125%) 

• ダブルキャビン車: 10% – 30% (現行では20%) 

• その他の車両: 50% – 95% (現行では50% – 125%) 

 

CCの範囲も変更されます。例えば、CCの最低範囲は0 – 3,000 CCで、GR-41

では最低範囲を0 – 1,500 CCと規定しています。その他の車両カテゴリーに該当
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するCCの高い車両の基準値も現行の3,000 CC 超から4,000 CC超に変更され

ます。 

 

3. インセンティブ メカニズム 

 

GR-41下でのインセンティブは、車両の“グリーン”機能・特徴に応じて課税標準を

75%、50%または0%に軽減するという形で提供されます。LST 税率自体は通常

税率に従います。GR-73では、4輪車の低排出車両には4つのカテゴリーがあり、

それぞれのカテゴリーに独自のLST 税率と課税標準軽減の優遇措置が規定さ

れています。カテゴリーは次のとおりです: 

 

車両タイプ LST 税率 
課税標準 

(販売価格) 

低価格グリーン（低燃費）

車両 
15% 20% 

ハイブリッド車 
15%, 20%, 

25%, 30% 

13 1/3%, 33 1/3%, 53 1/3%, 

66 2/3%, 80% 

フレックスエンジン車 15% 53 1/3% 

プラグインハイブリッド

車、バッテリー電気自動

車または燃料電池車 

15% 0% 

*1/3、2/3は小数点以下の数値を表します。（例 13 1/3% = 13.33333….%） 
 

上記のインセンティブはGR-73発効日から10年間適用されます。 

 

4. 免除車両の最低保有期間 

 

LSTが免除される車両は、その車両が一旦購入または輸入されると、一定期間

の間は、他者への譲渡または当初の用途と異なる用途への使用はできません。

この規定に違反した場合、免除されていたLSTに対して納税義務が生じます。

GR-73では最低保有期間を従来の5年間から4年間に短縮しています。 

 

LST課税対象の車両タイプおよびLSTの行政手続等の詳細規定は財務大臣規則に

て別途明確にされる予定です。 

 
 
 

インドネシア – メキシコ租税条約覚書が発効 

 
インドネシアとメキシコ両政府は2013年10月6日、バリにて租税条約の覚書に調印し

ました。これは、2002年9月6日に署名され、2005年1月1日より効力を生じていた租

税条約に対する初の改正となりました。 

 

この覚書では、租税情報自動交換（EOI）に関する租税条約26条を修正しています。

修正では、両国は互いの租税情報提供の要請について、自国でそのような情報の

必要性がなくともその要請に応じなければならないとすることを規定しています。両

国は、租税情報が銀行、その他金融機関、代理人または受託者に任命された個人も

しくは法人によって所有されている、または当該情報が個人の所有権に関連すると

いった理由のみで、租税条約の一方の締約国からの情報提供の要請を拒否するこ

とはできないことも規定しています。 

 

この覚書は、大統領規則2019年23号（2019年4月26日付け）の公布を通じて批准さ

れ、2019年9月18日に効力を生じました。国税総局はこれを通知するにあたり、通達

を公布する予定です。 
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