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インドネシア政府は今般、新型コロナウイルス「COVID-19」の感染拡大に対応する経済
対策として、4 種類の新しい財政的インセンティブを提案した。 インドネシア政府は、新し
いインセンティブが COVID-19 感染による経済的影響の抑制となることを期待している。

納税者への影響
新たなインセンティブは、特定業界の納税者にいくつかのメリットをもたらす。 これらの業
界の納税者は所得税第 22 条が免除され、所得税第 25 条の減額を享受できる。 さら
に、付加価値税（VAT）の初期払い戻しを受けられる。
また、政府は製造業に従事する個人納税者にインセンティブを提供し、 彼らの所得税第
21 条の税金は政府が負担する。
インセンティブは、特定業界の納税者、輸出目的の輸入手続が簡素化された（Ease of
Imports for Export Purposes / Kemudahan Impor Tujuan Ekspor / 「KITE」）特定の納
税者、及び 中小事業家の輸出目的の輸入手続が簡素化された （Ease of Imports for
Export Purposes for Small and Medium Entrepreneurs / Kemudahan Impor Tujuan
Ekspor - Industri Kecil dan Menengah/「KITE IKM」）特定の納税者に付与される。

財政的インセンティブの種類
1. 所得税第 21 条
政府は、特定製造業（KITE を取得している納税者及び KITE IKM を取得している納税
者を含む）の従業員について、2 億インドネシアルピアを上限として、所得税第 21 条の
100%を負担する。奨励金は今年 4 月から 9 月までの 6 カ月間支給される。本インセン
ティブは、製造業の従業員の購買力維持のために、所得を増加させることが期待され
る。
2. 所得税第 22 条
19 業種の納税者、KITE を取得している特定の納税者及び KITE IKM を取得している特
定の納税者は、物品の輸入に係る所得税第 22 条が免除される。奨励金は今年 4 月か
ら 9 月までの 6 カ月間支給される。本インセンティブの目的は、これらの産業の輸入維
持に役立つことである。

3. 所得税第 25 条
19 業種の納税者、KITE を取得している特定の納税者、KITE IKM を取得している特定
の納税者は、今年の 4 月から 9 月までの 6 カ月、所得税 25 条の 25%から 50%の控除

を受けることになる。本インセンティブがこれらの産業の輸出増加に役立つことが期待さ
れる。
4. 付加価値税（(VAT）払戻
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本措置は、19 業種の納税者、KITE を取得している特定納税者、及び KITE IKM を取得
している特定納税者に提供され、予備払い戻しの形となる。本措置は今年の 4 月から 9
月までの 6 月間提供される。 輸出業者の場合、付加価値税の払い戻し額に制限はな
い。 非輸出業者の場合は、上限は 50 億ルピアである。

考慮すべき事項
本インセンティブは経済担当調整府により 3 月 13 日に発表された。 しかし、本インセン
ティブの詳細は未だ政府から発表されていない。 上記の経済対策の対象となる産業のリ
ストを含む本インセンティブの詳細は、まもなく規則化される予定である。
インドネシア政府が提供する新たな経済対策の詳細を完全に理解するためには、更なる
協議が必要といえる。
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