
 

 
 
 

TaxFlash | Page 1 of 6 

  TaxFlash Tax Indonesia / 2022年 2月 / 第 5号 

 

COVID-19の優遇措置の延長について 
 

2021年 1月 25日、財務大臣(MoF)は PMK-31 を発行し、これまでの財務大臣規

則2 で提供されていた COVID-19の優遇措置を延長しました(これに関する議論

は TaxFlash No. 04/2021 と TaxFlash No. 21/2021 をご参照ください)。 

 

PMK-3では、以下の 3つの優遇措置のみが延長されています。 

1. 対象となる納税者について、輸入品にかかる第 22条所得税が免除される。 

2. 対象となる納税者について、第 25条月次所得税分割納税が 50％減額され

る。 

3. 灌漑用水利用改善加速化プログラム(Program Percepatan Peningkatan Tata 

Guna Air Irigasi/P3-TGAI)の下で納税者が受け取る建設所得にかかる最終所得

税は、政府が負担する。 

 

PMK-3では、他の残りの優遇措置、すなわち第 21条従業員所得税、中小企業に対

する 0.5％最終課税、暫定的な付加価値税(VAT)の還付措置、は延長されません。 

 

一般的な規則と手続きは同じですが、PMK-3では以下の条項が改正されまし

た。 

 

税制優遇期間の延長について 

 

これまで 2021年 12月までだった優遇措置期間が、2022 年 6 月まで延長され

ましたが、延長された優遇措置を利用するためには、すぐに届出・申請をする

必要があります。 

 

 
 
 

 
1 財務大臣規則 No.3/PMK.03/2022 (PMK-3) 2022 年 1 月 25 日公布・発効 
2 最後に財務大臣規則 No.149/PMK.03/2021 (PMK-149) により修正された財務大臣規則 No.9/PMK.03/2021 (PMK-

9)  
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https://www.pwc.com/id/en/taxflash/assets/japanese/2021/taxflash-2021-04-jpn.pdf
https://www.pwc.com/id/en/taxflash/assets/japanese/2021/taxflash-2021-21-jpn.pdf
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継続して優遇措置の適用を受けるための届出・申請について   

 

最後にPMK-149で改正されたPMK-9に基づく優遇措置の届出書または申請書を

提出した納税者は、第22条および第25条の所得税の優遇措置を受けるために、

PMK-3に基づく届出書または申請書を再度提出する必要があります。 

 

2022年 1月から 25条所得税優遇措置の適用を受けようとする納税者は、遅く

とも 2022 年 2 月 24 日までに届出書を提出する必要があります。 

 

月次報告の必要性 

 

第 22 条および第 25条の所得税優遇措置の対象となる納税者は、翌月 20 日まで

に提出する月次実現報告書を作成する必要があります。さらに、P3-TGAI 建設

所得に対する最終所得税の対象納税者は、2022年 9 月 30 日までに提出する月

次実現報告書とその修正申告書も作成しなければなりません。 

 

PMK-3では、2021年の実現報告書を提出していない納税者に対して、2022年 3

月 31 日までに修正とともに報告書を提出することを認めるという猶予期間を設

けています。 

 

国税総局(DGT)の電子チャネルに実現報告書(および、最後に PMK-149によっ

て修正された PMK-9に規定されたその修正）を提出する場合、納税者は請求コ

ードを作成していなくとも、優遇措置を享受することができます。 

 

対象となる納税者 

 

納税者は、以下の条件を満たしていれば、優遇措置を享受することができます。 

• 事業分類コード(Klasifikasi Lapangan Usaha/KLU)は国税総局(DGT)のマスター

ファイルに登録され、PMK-3の添付ファイルに記載されている。 

• 2020年の年間所得税申告書を提出する義務があり、提出している（特に 22条ま

たは 25条の優遇措置の場合）。 

 

以下の税制優遇措置について、PMK-3の添付資料に記載されている対象納税者

のリストが縮小されました。 

a. 輸入品に対する所得税（第 22条） - 397 KLUから 72 KLUへ - PMK-3の添付

資料 Aを参照。 

b. 第 25 条 所得税 - 481 KLU から 156 KLUへ - PMK-3 の添付資料 F を参照。 

 

納税者は、PMK-3の各添付資料に記載されている特定の KLUに基づいて、自己

の適格性を確認する必要があります。全リストは PMK-3 の公式版をご参照下さ

い。 

 

その他の規定 

 

KLUの変更により納税者が上記の規定を満たさなくなる場合(国税総局(DGT)の

マスターファイルに登録されておらず、PMK-3の添付資料に記載されていない

など）、KLU変更日時点で、それまで享受していた優遇措置は受けられなくな

ります。 

 
 
 

 
 
 

https://jdih.kemenkeu.go.id/download/76782de4-b55e-4e39-865d-6f197e45ab6e/3_PMK.03_2022Per.pdf
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COVID-19関連自動車のLST優遇措置に関する最新情報 
 

財務大臣(MoF)は、PMK-313 で規定されていた自動車に対する奢侈品販売税(LST)

の優遇措置を見直す PMK-54 を発行しました。 この更新は、2022年1月から12月ま

での期間に適用される予定です。 PMK-31については、TaxFlash No.09/2021 をご参

照ください。 

 

対象となる自動車 

 

LST優遇措置の対象となる自動車の種類は、以下のとおりです。 

a. 工業省が定める低コストグリーンカーのカテゴリーに属する4輪自動車であること 

• 燃費20km/L以上またはCO2排出量120g/km以下の点火式エンジンで、シリン

ダー容量は1,200CCまで 

• 圧縮着火式エンジン（ディーゼルまたはセミディーゼル）で、燃費21.8km/L以上

またはCO2排出量120g/km以下、シリンダー容量1,500CC以下 

b. シリンダー容量が1,500CC以下の10人未満の輸送用自動車で、かつ、 

• 点火式エンジンで、燃費が15.5km/L以上、またはCO2排出量が150g/km以下 

• 圧縮着火式エンジン（ディーゼルまたはセミディーゼル）で、燃費が17.5km/L以

上、またはCO2排出量が150g/km以下 

 

上記の自動車はすべて、80％以上の現地調達率の要件を満たす必要があり、乗り出

し価格は以下の通りです。 

• 上記aの自動車の場合、最高2億ルピア、または 

• bの自動車の場合、2億ルピア〜2億5千万ルピアの範囲内 

 

現在、この条件を満たす自動車は、工業省令で定められています。 

 

優遇措置 

 

この優遇措置は、政府が負担するLSTという形で提供されます。政府が負担するLST

の割合は以下の通りです。 

1. aの自動車は、以下の通りです。 

• 2022年1月から3月までの期間については100% 

• 2022年4月から6月までの期間については66 2/3 %  

• 2022年7月から9月までの期間については33 1/3 %  

2. bの自動車は、2022年1月から3月までの期間については50％です。 

 

その他 

管理上の要件は、主に以前の財務大臣規則と同じです。2022年1月期に作成されたタ

ックスインボイスで、この規則の要件を満たしていないものは、差し替えが必要です。徴

収された LST の過払い分は、それを徴収したVAT課税事業者から還付されなければ

なりません。 

 

 

 

 

 
3 最後に財務大臣規則 No.120/PMK.010/2021 により修正された財務大臣規則 No.31/PMK.010/2021 (PMK-31)  
4 財務大臣規則 No.5/PMK.010/2022 (PMK-5) 2022 年 2 月 2 日公布・発効  

https://www.pwc.com/id/en/taxflash/assets/japanese/2021/taxflash-2021-09-jpn.pdf
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COVID-19に関連する土地付き住宅と住居用ユニットのVAT優遇措置

に関する最新情報 
 

財務大臣(MoF)はこのほど、土地付き住宅および住居用ユニット(unit hunian rumah 

susun)の引渡しに対するVATの優遇措置を延長するPMK-65 を発表しました。PMK-6

は、TaxFlash No.16/2021 でも紹介したPMK-1036を失効させるものです。 

 

優遇措置、対象資格、管理要件は主に以前の財務大臣規則と同じですが、以下の点

が更新されています。 

• 優遇措置期間は 2022年1月1日から9月30日まで延長されます。 

• 2021年に優遇措置を利用した個人は、2022年に再びこの優遇措置を利用すること

ができます。 

• 対象物件にかかるVATは、優遇措置期間中に行われる引渡しについて、以下の金

額で政府が負担します。 

a. 販売価格20億ルピア以下の物件については、支払うべきVATの50％(従来は 

100％) 

b. 販売価格が20億ルピアを超え50億ルピアまでの物件については、支払うべき

VATの25％(従来は50％) 

• 本制度は、2021年3月以降、優遇措置期間終了までに支払われる残りの分割払

い・精算金に適用されます。 

• 売主は、2022年3月31日までに、完成した土地付き住宅や住居用ユニットのストッ

ク、優遇措置期間中に完成して引き渡しが可能になる仕掛中のもの、およびそれら

の物件の小売価格を詳しく公共事業・国民住宅省に登録する必要があります。 

• 2021年12月31日までに実際に引き渡されていないPMK-103の対象物件は、2022

年9月30日までに実際の引き渡しが行われれば、PMK-6の優遇措置を享受するこ

とができます。この規則による優遇措置の変更に対応するために差し替えが必要な

関連VATインボイスは、2022年10月31日までに修正VAT申告書にて報告する必

要があります。 

 

 

 

 

 

 

    

 
5 財務大臣規則 No.6/PMK.010/2022 (PMK-6) 2022年 2月 2日公布・発効 
6 財務大臣規則 No.103/PMK.010/2021 (PMK-103) 2021年 7月 30日公布・発効 

https://www.pwc.com/id/en/taxflash/assets/japanese/2021/taxflash-2021-16-jpn.pdf
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 印紙税の免除について 

 
2022年 1月 12日、政府は GR-37 を発行し、印紙税法8 により印紙税が免除さ

れる 4 種類の文書について、以下の通り、さらに詳細を説明しました。  

 

自然災害による土地・建物の譲渡に関する書類 

 

災害緊急事態のステータスを得た自然災害管理のための政府のプログラムを通じ

て土地・建物の権利を譲渡するために必要な文書は、印紙税の免除を享受するこ

とができます。 

 

印紙税の免除は、自然災害管理のための土地分野における政府プログラムの実施

期間に応じて行われます。 

 

宗教活動や非商業活動のための土地・建物の譲渡に関する書類 

 

ワクフ(waqf)による土地・建物の権利の譲渡、宗教・社会的機関への助成金や検

認の付与、宗教・社会的機関による購入に必要な書類は、印紙税の免除を享受す

ることができます。GR-3 では、宗教団体を、礼拝所の管理または宗教関連の活

動を主な活動とする非営利法人と定義し、社会団体を、高齢者や孤児のケア、災

害被災者の補償など、特定の活動を主な活動とする非営利法人と定義していま

す。 

 

政府のプログラムおよび金融・財政政策の実施に関する書類 

 

有価証券取引の形式をとる文書で、その価額が少額の場合、印紙税を免除するこ

とができます。 

a. 以下の条件を満たす場合、最大 5 百万ルピア： 

• 証券割当確認書の形でプライマリー・マーケットで実施されたもの 

• 代替市場運営者を通じて行われるもの 

• クラウドファンディングサービスを通じて行われるもの 

b. 以下の条件を満たす場合、最大 1,000 万ルピア： 

• 取引確認書の形で証券取引所で実施されたもの 

• 集団投資契約の形式による投資商品参加ユニットの購入/転売の確認 

 

国際協定の履行に関する書類 

 

印紙税の免除は、以下の書類について適用されます。 

• 国際機関およびその代表者、または 

• 外国の代表者および公的代表者 

 

印紙税の免除は、その団体や代表者が所得税の課税対象でない場合に適用されま

す。 

  

 
7 政府規則 2022年 3号(GR-3) 2022 年 1 月 12 日公布・発効 
8 法律 2020年 10号 2020 年 10 月 26 日公布、2021 年 1 月 1 日発効 
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