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プリペイド電話クレジット、SIMカード・スターターパック、電子トークン及

びバウチャーの販売及び流通にかかる課税処理 

 
財務大臣は、プリペイド電話クレジット (pulsa)、SIMカード・スターターパック (kartu 

perdana)、電子トークン及びバウチャーの販売及び流通にかかる付加価値税 (VAT) 

及び源泉税課税処理に関するガイドラインを規定した規則 No.PMK-61 を公布しまし

た。 

 

原則として、PMK-6ではサービス及び製品にかかる課税処理をそれぞれ区別していま

す。PMK-6下の課税処理の要点は以下のとおりです。 

 

A. サービス  

 

PMK-6で網羅される販売及び流通サービスは以下のとおりです: 

a. 流通業者によるトークン流通に関連する取引決済サービス 

b. バウチャープロバイダー（提供業者）によるバウチャー (例えば、毎日の値引き

バウチャー) を利用したマーケティングサービス。具体的には下記のいずれかを

含む: 

• マーチャント又はサービスプロバイダー（サービス業者）による製品プロモー

ションのためのウェブサイトの提供 

• 潜在的な買手を対象としたディスカウントプログラム紹介のための電子コミュ

ニケーションの提供、又は 

• 買手がマーチャント又はサービスプロバイダーに提出して引換が可能なバウ

チャーの発行、管理及び配送・引渡 

c. バウチャー提供業者又は流通業者によるバウチャー流通に関連する取引決済

サービス。具体的には、買手又は流通業者へのバウチャーの発行、管理及び配

送・引渡が含まれる。バウチャーにはギフトバウチャー、アプリケーションバウチ

 
1 財務大臣規則 No.6/PMK.03/2021 (PMK-6) ：2021年 1月 22日付公布、2021年 2月 1日付発効 
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ャー、又はオンラインコンテンツバウチャー (オンラインゲームバウチャーを含む) 

が該当する。 

d. バウチャープロバイダーがプリンシパル（本人）に提供するカスタマーロイヤリテ

ィ/報酬プログラムに関連するサービス。具体的には下記のいずれかを含む: 

• プリンシパルが発行した報酬ポイントの管理 

• バウチャーの発行及び管理 

• 買手がマーチャント又はサービスプロバイダーに提出して引換が可能なバウ

チャーの配送・引渡、又は 

• 買手への現金報酬の配布 

上記のサービスから得る収益はVAT及び第23条源泉税の課税対象となります。       

 

VAT課税標準は、コミッション/フィー/管理収益又はマージンの形式による払戻額で

す。上記の（b）、（c）又は（d）で言及される収益のうち、コミッションに基づかずマー

ジンも無い場合、VAT課税標準は「その他の価額」となります。これは、実際の請求

額の10%若しくは請求されるべきだった価額の10%です (即ち、実質的にVAT額は

請求額の1%、つまりVAT税率10% x 請求額の10%であることを意味する)。これら

のサービスに関連するインプットVATは、「その他の価額」を適用する取引を除い

て、控除ができます。 

  

B. 製品  

 

1. プリペイド電話クレジット及びSIMカード・スターターパック 

 
VAT 
 

VATは一般的に、流通チェーン内における全ての当事者によるプリペイド電話ク

レジット及びSIMカード・スターターパックの配送・引渡に対して課税されます。し

かしながら、実務上、VATは、電気通信サービスプロバイダー、ファーストティア

流通業者及びセカンドティア流通業者のレベルでのみ徴収されます。それより川

下の流通業者による配送・引渡にかかるVATは、セカンドティア流通業者のレベ

ルで一度しか徴収されません。ただし、それより川下の流通業者がVAT課税対

象事業者 (Pengusaha Kena Pajak/PKP) である場合、これらの非VAT課税対

象配送・引渡について、依然として自らのVAT申告書にて報告しなければなりま

せん。 

 

VAT課税標準は一般的に販売価格です。ただし、セカンドティア流通業者からそ

れより川下の流通業者に配送・引渡がされた場合を除きます。この場合、課税

標準は「その他の価額」 (即ち、請求額) になります。セカンドティア流通業者ま

ではインプットVATとして控除可能ですが、それより川下の流通業者又は最終顧

客はインプットVATとして控除することができません。 

 

VATは、電気通信サービスプロバイダー、ファーストティア流通業者又はセカンド

ティア流通業者からの支払いを含む全ての支払いを受け取った時点で納税義務

が生じます。 

 

それより川下の流通業者がプリペイド電話クレジット及びSIMカード・スターター

パックの販売のみを行う場合は、PKPへの登録は不要です。ただし、当該流通

業者がその他のVAT課税対象の配送・引渡を行い、かつ、年間売上高がIDR 

48億ルピアを超える (プリペイド電話クレジット及びSIMカード・スターターパック

を含む製品の売上高) 場合は、当該流通業者はPKPとして登録しなければなり

ません。 
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第22条所得税 (Pajak Penghasilan Pasal 22/PPh 22) 

 

PPh 22は、セカンドティア流通業者兼PPh 22徴収者がプリペイド電話クレジット

及びSIMカード・スターターパックを販売した場合に課税・徴収されます。課税標

準は請求額の0.5% (川下流通業者への配送・引渡の場合) 又は販売価格 (末

端顧客への配送・引渡の場合) です。 

 

下記のいずれかに該当する川下流通業者又は末端顧客からの支払いに対して

は例外規定が適用されます: 

• 取引額がIDR 200万ルピア以下であること (VATを除き、かつ、割賦払いで

ないこと) 

• 銀行であること、又は 

• 政府規則2018年第23号に基づく有効な課税免除通知書 (Surat 

Keterangan Bebas) を有すること 

 

2. プリペイド電子トークン 

 

PMK-6では、電子トークンはVAT課税対象財であるものの、これは戦略的な財

として区分されているため、従って、電気送電事業者又は流通業者のいずれか

が提供するプリペイド（前払い）電子トークンの配送・引渡については、VATは免

除されると規定されています。 

 

3. バウチャー  

 

PMK-6では、バウチャー自体のVAT課税処理と、バウチャーが代表する原製品

の財貨/サービスのVAT課税処理とについて区別しています。原製品がVAT課

税対象財貨又はサービスを構成する場合、通常のVAT課税処理が適用されま

す。 

 

ただし、下記の全てに対してVATの納付義務は生じません: 

• バウチャープロバイダーから買手、並びに買手からプリンシパルへのバウチ

ャーの配送・引渡(引換時において) 

• カスタマーロイヤリティプログラム下での報酬ポイントの付与、並びに 

• バウチャープロバイダーから買手への現金報酬の分配 

 

バウチャー、ポイント、現金又はその他の形式による報酬は全て所得税課税対

象となります。 

 

C. VATインボイス 

 

PKPとして登録されている電気通信サービスプロバイダー、流通業者及びバウチャ

ープロバイダーは、VATインボイスを発行しなければなりません。当該事業者による

支払いの領収書 (struk) はVATインボイスと同等の文書として取り扱われます。 
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