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国家運輸産業を対象とした租税優遇措置 – アップデート
インドネシア政府は、特定運輸手段の輸入と提供並びに特定運輸手段に係る課税
サービスの提供に関する付加価値税（VAT）の不徴収に関する政府規則
No.50/2019 (以下「GR-50」)を公布しました。GR-50は2019年7月8日付けで公布さ
れ、同年9月6日に発効します。GR-50は、国家運輸産業について規定した従来の
GR No.69/2015 (以下「GR-69」)を廃止します。GR-69の詳細は、 TaxFlash
No.26/2015 をご参照ください。
GR-50では、VAT不徴収の優遇措置を、国家商業航空産業が利用する外国の航空
機リースサービスにも適用することが規定されています。
運輸手段が誤って使用されている若しくは当該優遇措置の適用から4年以内に運輸
手段を他者に譲渡した場合には、この優遇措置により不徴収とされたVATを納付す
る必要があります。ただし、GR-50では追加規定で、上記の譲渡が不可抗力（under
force majeure (keadaan kahar)、即ち反乱、抗争、又は当局が宣言する自然災
害）による場合は、VATの納付は不要であると明記しています。
GR-50ではVAT優遇措置の概要のみ明記しています。詳細は以降の財務大臣
(MoF) 規則にて規定される予定です。

VAT インボイスと同等の文書 – アップデート
国税総局 (DGT) は規則 No.PER-13/PJ/2019 (以下「PER-13」)を公布し、VAT イン
ボイスと同等とみなされる文書の一覧を次の通り更新しました:
a. 小麦粉の流通に関して物流局 (Badan Urusan Logistik) 又は物流部署 (Depot
Logistik) が発行する物品配送証明 (Surat Perintah Penyerahan Barang)
b. 通信会社による通信・通話サービス提供にかかわるインボイス
c. 国内航空運送サービス提供にかかわるチケット、航空貨物運送状又は配送証

明
d. 港湾サービス提供にかかわるサービス提供証明
e. 電力会社による電力供給にかかわるインボイス
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f. 水道会社によるVAT課税対象物品及び/又はサービス提供にかかわるインボイス
g. ブローカーによるVAT課税サービス提供にかかわる取引証明
h. 銀行によるVAT課税サービス提供にかかわるインボイス
i. タバコ製品に関する物品税文書 (CK-1 文書) – 新規
j. 輸出サービス証明、並びにインボイス及び船荷証券又は航空貨物運送状 (これら
は輸出申告書の一部を構成)に添付されるVAT課税物品の輸出申告書
k. インボイス(輸出申告書の一部を構成)に添付されるVAT課税サービス又は無形
物資の輸出申告書
l. 税金納付書 (Surat Setoran Pajak/SSP) 及び/又は税金徴収書 (これらは輸入
申告書の一部を構成)に添付されたVAT課税物品の輸入申告書
(Pemberitahuan Impor Barang/PIB) （当該物品の所有者氏名、住所、税務
ID 番号の記載があるもの）
m. 輸入価額の下落があった場合、SSP 及び関税査定書(これらは輸入申告書の一
部を構成)に添付された PIB（物品所有者の身分情報が記載されているもの） –

新規
n. 税関地域内のオフショアVAT課税 無形物資又はサービスの利用に関する自己査
定VAT納付のSSP（インボイスに添付され、無形物資又はサービスの種類と価額
並びに提供者（事業者）の氏名（名称）と住所の記載のあるもの）
o. 競売事業者を通じたVAT課税物品の引き渡しに関するVAT納付のSSP （競売記
録（SSPの一部を構成）が添付されたもの）
p. 自由貿易地区から関税地域内のその他地域へのVAT課税物品及び/又はサービ
スの提供に関するVAT納付のSSP（VAT課税物品の通関に関する税関申告書、
又はVAT課税サービス及び/又は無形物資の引き渡しにかかわるインボイス若し
くは契約書が添付されたもの）– 新規
PER-13 では、PIBは下記を完備しなければならないと規定しています:
a. PIB;
b. 特別 PIB;
c. 乗客及び/又は交通運輸乗員の税関申告書
d. 保税蔵置場に保管する物品に関するPIB
e. 輸出向け輸入物品に対する優遇措置を享受する輸入物品の税関申告書
(Kemudahan Impor Tujuan Ekspor);
f. 保税蔵置場から発送された物品に関するPIB
g. 輸入関税、物品税及び/又は配達業者が配送する物品にかかる税金に関する関
税査定書
h. 関税法の規定に準拠するその他のPIB
PER-13は、DGT 規則 No.PER-10/PJ/2010（DGT 規則 No.PER-33/ PJ/2014によ
り改正済み）を廃止します。仕入（インプット）VAT控除に必要な最低記載情報には変
更はありません。PER-13 は2019年7月2日付けで公布され、同年8月30日に発効し
ます。
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