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自動車及び居住用不動産に関するCOVID-19 関連の税務優

遇措置 
 

ビジネスセクター支援のため、インドネシア政府は、特定の自動車及び居住用不動産

の購入にかかる奢侈品販売税 (LST) 及び付加価値税 (VAT) 優遇措置を打ち出しまし

た。 

 

自動車に関するLST優遇措置 
 

財務大臣は、特定の自動車の購入にかかるLSTに関する規則No.PMK-201を公布しま

した。PMK-20では、LSTは2021会計年度中における適格な購入について、政府が負

担することが規定されています。当該規則は、COVID-19のパンデミックで打撃を受け

た自動車産業を支援すること、並びに消費者の当該セクターにおける購買力を高める

ことを目的としています。 

 

PMK-20の要点は以下のとおりです:  

 

A. 適格性 

 

LSTインセンティブの利用が可能な自動車の種類は以下のとおりです: 

a. セダン又はステーションワゴン (ディーゼル又はセミディーゼル) で、シリンダー

容量が最大で1,500CC 

b. セダン又はステーションワゴン以外で、乗車人数が10人未満の車両 (ディーゼ

ル又はセミディーゼル) で、シリンダー容量が最大で1,500CC 

当該優遇を享受するためには、上記に記載される自動車は、追加要件として、現地

購買要件 (つまり、インドネシア国内生産部品の使用) である70%の比率を満たさ

なければなりません。当該要件を現状で満たしている自動車は、工業省令2021年

第169号に記載されており、現在21項目が列挙されています。 

 

 
1 財務大臣規則 No.20/PMK.010/2021 (PMK-20) ：2021年 2月 26日公布・発効 
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上記の(a)及び(b)に該当する自動車に対する現状のLST税率はそれぞれ30%及び

10%であり、GR-222の規定に準じます。これはGR-733が2021年10月15日に効力

を生じてから変更される場合があります。 

 

B. 優遇措置 

 

政府がLSTを負担する形式での優遇内容は以下のとおりです:   

• 2021課税年度の3月から5月におけるLSTの100% 

• 2021課税年度の6月から8月におけるLSTの50% 

• 2021課税年度の9月から12月におけるLSTの25% 

 

C. その他の要件 

 

PMK-20では、上記で言及される自動車の生産と引渡に従事するVAT課税対象事

業者はVATインボイスを当該規則で規定される所定の書式に従って作成しなけれ

ばなりません。当該VATインボイスを月次VAT申告書とともに提出することで、VAT

課税対象事業者に課されている実現レポートの作成義務を満たすことになります。 

 

国税総局長(DGT)は、自動車が適格性要件を満たさない、又はVAT課税対象事業

者がその義務を履行せずVATインボイスを提出しない等、規則違反を発見した場

合、未払LSTを徴収する権限を有します。 

 
 

土地付き住宅及び住宅ユニットを対象としたVATインセンティブ 
 

財務大臣は、土地付き住宅及び住宅ユニット(unit hunian rumah susun)の販売・引渡

にかかるVATについて規定した規則 No.PMK-214 を公布しました。 

 

PMK-21の要点は以下のとおりです: 

 

A. 適格性 

 

土地付き住宅及び住宅ユニットは以下の全ての要件を満たす必要があります: 

a. 最大販売価格がIDR50億であること、及び 

b. 新規の土地付き住宅及び住宅ユニットがディベロッパーによって直接販売・引渡

がされ、それが即時入居可能な状態にあり、未使用であること 

 

当該優遇措置は、個人一人につき一件の不動産にのみ適用されます。 

 

B. 優遇措置 

 

適格不動産にかかるVATの政府による負担は、2021年3月から2021年8月までの

課税期間に実施され、その価額は以下のとおりです: 

a. 販売価格がIDR20億以下の不動産に対する未払VATの100% 

b. 販売価格がIDR20億超、IDR50億以下の不動産に対する未払VATの50% 

 

当該優遇措置は、下記のいずれかの時点で執り行う引渡に対して適用されます: 

a. 販売及び購入証書の署名、又は 

 
2 政府規則 2014年第 22号 (GR-22) は、従来の政府規則 2013年第 41号の改正規則であり、2014年 3月 19日に公

布され、2015年 4月 18日発効にした。 
3 政府規則 2019年第 73号 (GR-73) は、2019年 10月 16日公布で、2021年 10月 15日発効。 
4 財務大臣規則 No.21/PMK.010/2021 (PMK-21) は 2021年 3月 1日公布・発効。 
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b. 売手による全額の支払いに対する領収書の発行 

適格不動産の使用権又は支配権の実際の譲渡が発生する場合は、引渡の記録に

よる証明を正とします。 

 

2021年3月1日より前に、売手に対し前払金又は割賦での支払いがされていた場

合、下記の全ての条件を満たすことを条件に、政府によるVAT負担の措置を享受

することができます: 

a. 売手に対する初回の前払金又は割賦払いの開始が2021年1月1日より前でな

いこと 

b. 販売及び購入証書の署名、又は売手による全額の支払いに対する領収書の発

行がインセンティブ期間中に実施されること、及び 

c. 当該措置は、残りの割賦払いと残金の最終的な決済がインセンティブ期間中に

完了することを条件に享受が可能である 

 

当該措置は、下記のいずれかに該当する販売・引渡には適用されません: 

a. インセンティブ期間外で実施された場合 

b. 販売・引渡から1年以内に譲渡された場合 

c. PMK-21で規定された所定のVATインボイスの書式を使用していない場合、及

び/又は 

d. 実現報告書が提出されていない場合 

 

既に他のVAT免除優遇措置を享受している土地付き住宅及び/又は住宅ユニットに

ついては、今般の優遇措置を適用・享受することはできません。 

 

C. その他の事項 

 

自動車向けインセンティブと同様に、適格不動産の販売と引渡に従事するVAT課税

対象事業者は、当該規則で規定される所定のVATインボイスを使用しなければなり

ません。当該VATインボイスを月次VAT申告書とともに提出することで、VAT課税

対象事業者に定められている実現報告書作成義務を履行したものとみなされます。 

 

DGTは、販売・引渡対象物が適格不動産に該当しない、又は当該インセンティブが

個人一人につき2つ以上の不動産取得に対し適用されたことを発見した場合、未払

VATを徴収する権限を有します。 
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