
 

 
 
 

TaxFlash | Page 1 of 3 

  TaxFlash Tax Indonesia / 2020年 9月 / 第 34号 

 

 

外国代表者及び国際機関を対象とした VAT/LSTの免除 – アップデ

ート 
 

2020年8月18日、インドネシア政府は政府規則 No.47 Year 2020 (GR-47) を公布

し、外国代表者及び国際機関（その外国人職員を含む）へ提供される課税資産の

輸入及び課税資産/サービスにかかる付加価値税 (VAT) 及び/又は奢侈品販売税 

(LST) の免除を規定しました。 

 

GR-47はその公布日から60日後 (即ち、2020年10月17日) に効力を生じ、同事項

について規定する従来の政府規則 No.47 Year 2013を廃止します。 

 

GR-47下のVAT/LST免除措置は以下の項目に対して適用されます: 

a. 外国代表者又はその職員。互恵待遇をベースとし、外務大臣による推奨を要す

る 

b. 国務大臣より推奨を得た国際機関又はその職員 

• インドネシア政府と国際機関との合意に基づき、合意にてVAT/LST免除が

規定されていること – 新規定 又は 

• 合意が無い場合若しくは合意にてVAT/LST免除の規定が無い場合、国際

的慣行に従う – 新規定 

 

従来規定と同様に、免除メカニズムは下記のとおりです: 

✓ 税制優遇措置は、財務大臣が免税通知書を発行することで実施される 

✓ VAT及び/又はLSTは、外国代表者又は国際機関により既に納付されていた場

合は、還付される 

✓ 関連する課税資産が4年以内に譲渡される、又は課税サービスの場合は期間を

問わずに譲渡される場合、免除された税金を納付する必要があり、その納付は

当該譲渡の日から1ヶ月以内にしなければならない。 

✓ 上記の当該譲渡が外国代表者同士の間若しくは国際機関同士の間でされる場

合は、免除された税金を納付する必要はありません 

 

今後以下の規定を詳細に定めた財務大臣規則が公布される予定です: a) 免税通

知書の発行手続、b) VAT及び/又はLSTの還付手続、及びc) VAT及び/又はLSTの

再納付手続です。 

 
 

____________________ 
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VAT免除の戦略物資 – ア

ップデート P2 
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VAT免除の戦略物資 – アップデート 
 

2020年 8月 24日、インドネシア政府は、VAT免除対象の戦略物資について規定

した政府規則 No.48 Year 2020 (GR-48) を公布しました。GR-48は 2020年 8月

24日付で発効し、同事項について規定した従来の政府規則 No.81 Year 2015の

修正案として公布されています。 

 

GR-48では、VAT免除対象の戦略物資について下記の修正を規定しました:  

• VAT課税業者による課税資産の生産過程に直接使用される、統合されたユニ

ットとしての工場用機械設備（組立又はノックダウンによるものであり、スペアパ

ーツを除く）の輸入又は引渡。統合建設作業に従事する当事者によって輸入又

は取得された機械設備も当該物資に含まれる 

• GR-48の付表では、戦略物資に該当する漁業及び水産物の種類と VAT免除

手続に関する規定が若干変更されます 

• 電力の提供 (6,600ボルト-アンペアを超える住宅を除く) については、送電コス

トも含まれます 

• 液化天然ガスの輸入又は引渡 – 新規定 

 

既存の実施細則を勘案すると、戦略物資の引渡を行う VAT課税業者は、VAT免

除規定があっても、依然としてタックスインボイスを発行する必要があることに留意

すべきである。 
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