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COVID-19に対応する新経済政策 
 

2020年 3月 31日、インドネシア政府は、法律 2020年第 1号に代わる政府規

則（以下「Perppu-1」）を公布しました。Perppu-1は COVID-19パンデミック期間

中における国家経済安定を意図しています。Perppu-1では、課税、歳出及び財

政出動の分野における新たな経済政策を規定しています。 

 

読者の皆様への迅速な情報提供を目的として、本稿では課税に関係する部分に

絞って、Perppu-1の概要をご説明します。これらの税法の変更の多くは、従前に

提案された包括税法（Omnibus Tax Bill）で予定する変更箇所を反映（ただし、将

来に向かって適用）しています。 

 

公開意見募集を経て関連規定がより明確になり、最終的に実施細則が公布され

た段階で、私どもからより包括的な分析・見解をご紹介する予定です。 

 

1. 法人税（以下「CIT」）率の軽減 

 

a) CIT税率は現行の 25%から、2020～2021会計年度にかけて 22%に軽

減され、2022会計年度以降は 20%に軽減され、段階的に引き下げられ

ます。 

b) 有限責任会社のうち、その払込株式の少なくとも 40%がインドネシア証券

取引所に上場しており、かつ特定要件を満たすものは、CIT税率がさらに

3%軽減されます（即ち、CIT税率は 2020～2021会計年度について

19%、2022会計年度以降は 17%となる）。当該会社が満たすべき要件

は、別途、政府規則（GR）で規定されます。 
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2. e-コマースに対する課税 

 

従来、Omnibus Tax Billに含まれていたデジタル経済課税に関する規定の

一部提案事項が Perppu-1にも含まれています。Perppu-1では電子商取引

（以下「e-コマース」）ビジネスに対し、以下の税務上の義務を履行することを要

求しています: 

 

a) 付加価値税（VAT） 

 

e-コマースシステムを通じた、インドネシア関税エリアにおける外国の無形

財又はサービスの利用はインドネシア VAT課税対象となり、現行の付加

価値税法の規定に従います。 

 

VATの徴収、納付及び申告は、外国の売手、外国のサービス事業者、又

は外国の e-コマースマーケットプレイス（以下「外国 e-コマース事業者」と

総称する）及び/又はインドネシア財務大臣が指定する国内のマーケットプ

レイスが実施します。VATの徴収、納付及び申告の制度は財務大臣規則

にて規定されます。 

 

マーケットプレイスとは、e-コマースで使用する電子コミュニケーションプラ

ットフォームを提供する事業者であると定義されています。一方で、外国の

売手又はサービス事業者とは、インドネシア国内当事者と取引を行う、イン

ドネシア国外に居住する個人又は企業であると定義されています。 

 

b) 電子商取引課税 

 

インドネシア国内に「重要な経済的実在性」を有する外国 e-コマース事業

者はインドネシア国内に恒久的施設（以下「PE」）を有するとみなされます。

PEが既存の租税条約の下で認定されない場合は、当該の e-コマース事

業者は電子商取引税（以下「ETT」）の課税対象となります。ETTは直接販

売又はマーケットプレイスを通じた販売に課税されます。 

 

税率、課税標準及び計算方法は GRにて規定され、納付及び申告方法は

財務大臣規則にて規定されます。 

 

「重要な経済的実在性」に起因する PEは以下のいずれかの要因に基づ

き認定されます: 

● 企業グループの連結売上高 

● インドネシア市場における収益、又は 

● アクティブユーザー数 

上記の要因の基準値は財務大臣規則にて規定されます。 

 

外国 e-コマース事業者は、インドネシア国内における代理人を指名し、財務

大臣規則に基づく義務を履行させることができます。 

 

外国 e-コマース事業者が上記の義務を履行しない場合、国税通則法

（Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan/「KUP 法」）の規定に従

い、行政制裁の対象となります。これに加えて、当該事業者によるインドネシ

ア国内市場へのアクセスは、財務省の要請を受けた通信情報省により遮断さ
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れます（当該事業者が上記の義務を履行せずに、警告書に記載される期限

日を過ぎてもその履行を怠った場合）。 

 

3. 納税申告の期限延長 

 

期限日が COVID-19による「不可抗力」期間のいずれかの日に該当する税

務事項については、納税申告期限日が以下のとおり延長されます: 

a) 異議申立書の提出 – 最長で 6ヶ月間延長 

b) 税金の還付（過払税務査定書の発行から通常 1ヶ月以内に支払われる） 

– 最長で 1ヶ月間延長 

c) 以下の決定の通知は最大で 6ヶ月間延長されます: 

● 過払税務査定書 

● 異議申立決定書 

● KUP法律第 36条 1項で規定される以下の事項: 

- 行政制裁の軽減/取消要請 

- 誤りのある税務査定書の軽減/取消要請 

- 税務調査結果の取消要請 

 

上記事項に関連する KUP法の関係条項にて規定される期限日は Perppu

の規定に矛盾しない限り、適用されません。 

 

上記に規定される不可抗力適用期間は、国家防災庁（Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana）長官が公布する規則に準じます。 

 

4. 特定財・物品を対象とする関税優遇措置 

 

現行の関税法下で関税の軽減又は免除の対象となる物品・財について、イン

ドネシア政府は、COVID-19への対応及び経済対策を目的としてその対象範

囲を調整します。詳細は財務大臣規則にて規定される予定です。  
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