
 

 
 
 

TaxFlash | Page 1 of 4 

  TaxFlash Tax Indonesia / 2020年 6月 / 第 26号 

 

 

外国 e-コマースにかかる付加価値税 – 基準値及び実施規則 
 

2020年 6月 25日、国税総局 (DGT) が外国 e-コマース事業者にかかる付加価値

税 (VAT) の基準値及び実施細則を明確にした国税総局長官規則 No.PER-

12/PJ/2020 (以下「PER-12」)を公布しました。 

 

PER-12は 2020年 7月 1日に発効し、法律 2020年第 2号及び財務大臣規則 

No.48/PMK.03/2020 (以下「PMK-48」) の実施細則として運用されます。当該トピ

ックの詳細は私どもの TaxFlash No.09/2020 及び TaxFlash No.21/2020 をご参

照ください。 

 

PMK-48で規定するとおり、インドネシア VATはインドネシア国外から電子システ

ムを通じてインドネシアに提供された特定の無形財及びサービスの利用に対して課

税されます。PER-12では、電子システムとは、電子情報を作成・収集・処理・分析・

保管・表示・公表・送信又は配信するための一連のツール及び電子的手続であると

定義しています。 

 

E-コマース VAT 基準値 

 

外国の売手、国外サービス事業者、又は外国 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) 並びに国内 e-コマース マーケットプレイスは、イ

ンドネシア市場での事業活動が下記のいずれかの基準値を満たす場合、VAT 徴

収義務者として指定されます: 

a. インドネシアの顧客との取引価額が年間 6億ルピア又は月間 5,000万ルピア

を超えること、若しくは 

b. インドネシア国内からの e-コマース プラットフォームへのアクセスが年間

12,000人又は月間 1,000人を超えること 

 

VAT 徴収義務者の指定 

 

職権による指定 

 

上記の基準値を満たす全ての外国 e-コマース事業者及び国内 e-コマース マーケ

ットプレイスを対象に、DGTが VAT 徴収義務者指定決定書を発行します。一旦

DGTにより指定されると、e-コマース VAT 徴収義務者には VAT 徴収義務者 ID

及び税務登録通知書が発行され、当該指定は翌月の初日から効力を生じます。 

____________________ 

外国 e-コマースにかかる

付加価値税 – 基準値及び

実施規則 P1 

____________________ 

https://www.pwc.com/id/en/taxflash/assets/japanese/2020/taxflash-2020-09-jpn.pdf
https://www.pwc.com/id/en/taxflash/assets/japanese/2020/taxflash-2020-21-jpn.pdf
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自己通知 

 

VAT 徴収者基準を満たすが e-コマース VAT 徴収義務者にまだ指定されていない

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は、Eメール又は

DGTオンラインシステムを通じて DGTに通知し、当該ステータスをリクエストする

ことができます。当該の通知は DGTに到達した後、指定決定書の発行が審査され

ます。通知の書式は PER-12の付録に記載されています。 

 

指定決定書の修正 

 

DGT 指定決定書に記載された内容に誤りがある場合、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は DGTオンラインシステムを通じて DGTに

通知することができ、DGT はこれを受けて修正指定決定書を発行します。この場合、

VAT 徴収義務者の指定は引き続き有効です。 

 

指定の取消 

 

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基準値を満たさ

なくなった若しくは DGTのその他の検討事由により不適格と判断された場合、

DGTは VAT 徴収者の指定を取り消すことができます。指定が取り消された場合、

VAT 徴収義務者 ID及び税務登録通知書は無効となります。取消はその決定がな

された月の翌月の初日に効力を生じます。 

 

e-コマース VAT 徴収義務者の VAT コンプライアンス  

 

指定を受けた e-コマース VAT 徴収義務者は、DGT システム上のアカウントを有

効化しなければなりません (指定の効力が生じる日より前に)。当該の VATコンプ

ライアンスを遵守するために、DGT システムを利用できることが必要とされます。 

 

VATの徴収 

 

E-コマース VAT 徴収義務者は、インドネシア国内の顧客からその販売価額の

10%を VATとして徴収しなければなりません。 

 

当該の VAT 徴収に関して、VAT 徴収義務者は VAT 徴収書を作成し VAT 徴収

及び納付に関する情報を記載しなければなりません。これらの VAT 徴収書は商業

インボイス、請求書、注文領収書又はこれに類する書類の形式をとることができま

す。 

 

これらの VAT 徴収書は VAT インボイスと同等の証憑として扱うことができ、その

内容に下記のいずれかの記載がある場合は、買手がインプット（仕入）VATとして

申告することができます: 

a) 買手の名称及び税務 ID番号、又は 

b) DGT システムに登録された買手の Eメールアドレス 

 

国外又は国内 e-コマース マーケットプレイスを通じて行う、外国の売手/サービス

事業者と、インドネシア国内消費者との間の取引について適用される VATは、下

記の全ての条件に該当する外国 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ことができます: 

● e-コマース VAT 徴収義務者に指定されていること 

● 商業インボイス、請求書、注文領収書又はこれに類する書類を発行しているこ

と 

 
 
 
 



TaxFlash | Page 3 of 4 

VATの納付 

 

VAT 徴収義務者は徴収済みの VATを、取引発生月の翌月末までに、電子納税チ

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 (例：取引が 8月に発

生した場合、VATは 9月末までに納付しなければならない)。 

 

納付は下記の方法で実施します: 

● 銀行/金融機関を通じた、又は DGTが決定するその他の電子的な方法 

● DGT システムから入手する請求コードを使用 

● DGT システム上のアカウント上で、VAT徴収義務者のアカウントが選択したイ

ンドネシアルピア、米ドル若しくはその他の通貨（DGTシステムで利用できる場

合のみ）を利用した決済 

 

特定期間において VATの過少納付があった場合、当該の過少納付分はその期間

内に納付しなければなりません。VATの過大納付があった場合、過大納付の事実

が判明した期に還付されます。 

 

VATの申告 

 

E-コマース VAT 徴収義務者は VATの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。このレポートでは各四半期について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顧客数 

b) 支払額 (VATを除く) 

c) VAT徴収額 

d) 政府への VAT納付額 

 

DGTは各暦年ごとに、少なくとも下記の情報を網羅する詳細なレポートの提出を

要求することができます: 

a) 各 VAT 徴収書の件数と日付 

b) 各 VAT 徴収書の納付額(VATを除く) 

c) 各 VAT 徴収書の VAT徴収額 

d) インドネシア国内の顧客の氏名（名称）及び税務 ID（VAT 徴収書に記載があ

る場合） 

e) 買手の電話番号、Eメールアドレス又は買手を特定できるその他関連情報 

 

PER-12では、上記のレポートのテンプレートは提供されていません。これらのレポ

ートは、DGTにより提供され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。レポートの言語はインドネシア語又は英語を選択することができ、通貨は

VAT 徴収義務者のアカウントで使用する通貨を選択することができます。VAT 徴

収義務者は、レポート提出時に領収書の発行を受けます。 

 

インドネシア国内顧客による VAT納付の重複 

 

e-コマース VAT 徴収義務者が VATを徴収し、インドネシア国内の顧客が同一取

引について自己査定による VATを納付した場合、自己査定 VATについて下記の

いずれかの処理を適用することができます: 

a) その他の税金納付に充当する 

b) 本来は納付が不要であった税金として還付を請求する 

c) インプット VATとして控除する 

d) 法人税計算時に損金として申告する 
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