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外国 e-コマースにかかる付加価値税 
 

法律代行政令(Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang)2020年第

1号(Perppu-1)により、新たな税制の導入の実施細則が明確化されました。この

中で重要な事項として、海外からオンラインによってインドネシア国内の顧客に対

して提供される特定の無形財及びサービスに対するインドネシア付加価値税の

課税に関する規定があります。 

 

これを受けて財務省 (MoF) 財務大臣規則 No.48/PMK.03/2020 (以下「PMK-

48」) を公布し、当該 Eコマース取引にかかる付加価値税（VAT）の徴収、納付及

び申告に関する詳細な規定を定めました。PMK-48は 2020年 7月 1日より効

力を生じます。 

 

取引の範囲 

 

e-コマースにかかる VATは、外国の無形財又はサービスが e-コマースシステム

を通じてインドネシア国内に提供され使用される場合に課税されます。E-コマー

スとは、電子設備及び電子的手続を経て実施される商業取引であると定義され

ています。 

 

当該の無形財及びサービスの範囲並びにそれらがインドネシア国内に提供され

使用されたかを判断する要素は上記の規則にて明記されており、概ね以下のと

おりに規定されています。 

 

外国の無形財 

 

PMK-48で規定される外国の無形財の利用には以下を含む: 

a. 文学、芸術又は科学作品の著作権、特許、意匠若しくはモデル、プラン、製法

若しくは秘密の処理手続、登録商標又は知的財産権/工業所有権若しくはそ

の他権利の利用若しくは利用の権利 

b. 工業用、商業用又は科学用機器/ツールの利用若しくは利用の権利 

c. 科学、エンジニアリング、工業又は商業の分野におけるノウハウ若しくは情報

の利用 

d. 上記の(a)、(b)又は(c)で記載される事項の利用又は利用の権利に関連する、

下記の形式による追加若しくは補完的な補助の利用: 
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1. 衛星、ケーブル、光ファイバー又は類似する技術により公の場に通信され

る及び/又は画像及び/又は音声の受信若しくは受信の権利 

2. 衛星、ケーブル、光ファイバー又は類似する技術により放送されるテレビ

番組向けの画像及び/又は音声受信若しくは受信の権利 

3. 無線通信の一部又は全部の帯域の利用若しくは利用の権利 

e. テレビ番組向けの映像フィルム若しくはビデオテープ又はラジオ番組向けの

音声テープの利用若しくは利用の権利 

f. 知的財産権/鉱業又は上記に明記するその他権利の利用若しくは許可に関連

する権利の一部又は全部の取得 

g. 変換若しくは変質の結果、又はソフトウェア、マルチメディア及び/又は電子デ

ータを含むがこれらに限られない、当初から電子的形式であったもののいず

れかによる電子又はデジタル情報の形式による無形財と定義されるデジタル

財の利用若しくは利用の権利 

 

外国のサービス 

 

外国のサービスの利用には、インターネット又は自動若しくは人の相互関与が最

低限にしか伴わないソフトウェアベースのサービスを含むが、これらに限られない

情報技術無くしては利用が不可能な電子的ネットワークを通じて提供されるデジ

タルサービスの利用も含まれます。 

 

インドネシア税関エリア（Customs Area）の利用 

 

インドネシア国内における外国の無形財又はサービスの利用は、買手/サービス

利用者 (以下「利用者」と総称)の所在地に基づき判断され、下記のとおり、利用

者が個人であるか法人であるかは問われません: 

a. 利用者が下記のいずれかの要件に基づきインドネシアの居住者である若しく

は居所を有することを証明できること: 

1. インドネシア国内の郵便住所/請求書宛先住所を有すること、又は 

2. e-コマースシステムの登記地としてインドネシアを選択していること 

b. 代価の受払いがインドネシア国内の金融機関を通じて実施されていること、又

は 

c. インドネシア国内の IPアドレス又はインドネシア国内の電話番号を使用して

取引を行っていること 

 

e-コマース VAT徴収義務者の範囲 

 

外国の売手、外国のサービス事業者若しくは外国 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) 又は国内 e-コマース マーケットプレイス 

の活動が以下のいずれかの要件を満たす場合、これらの事業者は VAT徴収義

務者に指定されます: 

a. インドネシア国内における利用者との取引価額が 12ヶ月以内において特定

の基準値を超えること、又は 

b. インターネットのトラフィック又はアクセス規模が 12ヶ月以内において特定の

基準値を超えること 

 

この特定の基準値は国税総局長官規則により実施細則が公布される予定です。 

 

e-コマース VAT徴収義務者の VAT コンプライアンス 

 

Perppu-1で規定されるとおり、e-コマース取引にかかる VATは、財務大臣によ

り指定される VAT徴収義務者 (即ち、外国 e-コマース 事業者又は国内 e-コマー

ス マーケットプレイス)により徴収・納付・申告が行われます。 
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PMK-48 では下記の VAT コンプライアンスを規定しています: 

a. 外国の売手/サービス事業者とインドネシア国内の利用者との間の直接取引

にかかる VATは、e-コマース VAT徴収義務者として指名された外国の売手/

サービス事業者が徴収する。 

b. 外国の売手/サービス事業者とインドネシア税関エリアの利用者との間の外国

又は国内 e-コマース マーケットプレイスを通じた取引にかかる VATは、e-コ

マース VAT徴収義務者として指名された外国 e-コマース 事業者又は国内

e-コマース マーケットプレイスが徴収する。 

 

インドネシア国内の利用者は、上記以外の取引に係る外国の無形財又はサービ

スの利用にかかる VATを自己査定する必要があります。これには e-コマースを

通さずに提供された無形財又はサービスの利用が対象となります。 

 

VAT 登記 

 

PMK-48では、VAT徴収義務者の指名権限は国税総局長官（DGT）に付与され

ていると規定されています。DGTによって指名を受けると、e-コマース VAT徴収

義務者には VAT徴収義務者 IDが発行され、当該の指名はその翌月初から効

力を生じます。 

 

VAT徴収義務者指名要件を満たす外国 e-コマース 事業者及び国内 e-コマース 

マーケットプレイスのうち、まだ e-コマース VAT徴収義務者に指名されていない

事業者は、DGTに当該の指名を受けることを申請をすることができます。 

 

VAT 徴収 

 

インドネシア税関エリアの利用者との取引後、e-コマース VAT徴収義務者は

VAT 徴収書を発行し、VAT徴収及び納付の情報を提供しなければなりません。

この VAT徴収書は DGT指針に沿って発行しなければならず、商業インボイス

又は VATインボイスと同等の取り扱いができる同様の文書の形式を採らなけれ

ばなりません。 

 

VAT 納付 

 

E-コマース VAT徴収義務者は徴収した VATをその取引の翌月末までに電子チ

ャネルを通じてインドネシア政府に納付しなければなりません。その際の送金は

インドネシア・ルピア、米ドル又は DGTが認めるその他通貨で支払う必要があり

ます。 

 

VAT 申告 

 

E-コマース VAT徴収義務者は四半期終了の翌月末までに VAT徴収と納付に

関する四半期レポートを提出しなければなりません。この VATレポートは各課税

期間につき少なくとも下記の情報を網羅しなければなりません: 

a. インドネシア国内における利用者数 

b. 納付金額 

c. VAT徴収額、及び 

d. 政府に対して納付した VAT金額 

 

DGTは各暦年につき、少なくとも下記の情報を網羅した詳細な VATレポートの

提出を要求することができます: 

a. VAT徴収書の数と日付 

b. 納付金額 

c. VAT徴収額、及び 

d. VAT徴収書に関連情報の記載がある場合はインドネシア税関エリアの利用

者の名前及び税務 ID 
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これらの VATレポートは、DGTが指定する電子納税申告システムを通じて提出

しなければなりません。 

 

DGTから実施細則が公布された後、私どもはより詳細な分析結果を共有いたし

ます。 

 
 

COVID-19 対策としての新経済方針の法制化 

 

政府は2020年3月31日付けでPerppu-1を公布し、COVID-19 パンデミック対策

に関する国家財政方針及び金融システム安定化に関して新たな政府方針を示し

ました。Perppu-1 では税制、歳出及び金融分野を規定する新経済方針が規定さ

れています。 

 

一連の集中審議を経て、インドネシア議会と政府はPerppu-1を法律2020年第2

号として法制化し、2020年5月18日に正式に公布しました。 

 

Perppu-1の詳細は私どもの TaxFlash No. 09/2020 をご参照ください。 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

https://www.pwc.com/id/en/taxflash/assets/japanese/2020/taxflash-2020-09-jpn.pdf
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