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インドネシア 移転価格文書化に係る新規則の導入（2016 年度財務省規定第 213 号：PMK-213）
(1)

マスター ファイル（MF）／ローカル ファイル（LF）／国別報告書（CbCR）を含む移転価格文書に関する新規定
の発表

インドネシア財務省より移転価格文書に関連する新たな要請事項が財務省規定第 213 号（PMK-213）として 2016
年 12 月 30 日付で発行された。当規定は関連者間取引を行われているインドネシア納税者に対する MF／LF／
CbCR の準備も含まれている。以前から予想されていたとおり、インドネシアでの MF／LF／CbCR に関する規定は
OECD の BEPS 最終報告書「BEPS 行動 13：他国籍企業の企業情報の文書化」の内容に一致するものとなってい
る。
当新規定は BEPS 行動 13 に基づき、文書作成について 3 層のアプローチを導入しており、文書の作成基準および
現地語（インドネシア語）での文書作成も規定されている。また当規定には文書作成義務を負う者、記載内容、作成
期日に関する詳細なガイダンスも記載されている。
当規定は主に移転価格文書に関する要請事項として発行されたものであり、既存の 2010 年国税総局長令第 43 号
（PER-43。2011 年国税総局長令第 32 号＝PER-32 にて改定）等の移転価格関連規定を無効にするものではな
い。
本ニュースレターでは PMK－213 の主な内容を要約し、移転価格文書作成義務を負うインドネシア納税者への要請
事項に関する説明を行う。
(2)

準備する書類の種類

既存の移転価格税制では関連者取引を行う納税者に対し、独立企業原則に基づく移転価格文書のみを準備するこ
とが要請されていたが、当 PMK-213 では以下の 3 種類の書類の準備を要請している。
 マスター ファイル（Master File：MF）
 ローカル ファイル（Local File：LF）
 国別報告書（Country-by-Country Report：CbCR）
上述の文書は現地語（インドネシア語）で準備することが要請されている。例外として、ルピア以外の通貨による記帳
および英文での記帳が認められている納税者に対しては英文での準備（ただしインドネシア語訳を伴うこと）が認めら
ている。
次頁の表に PMK-213 での要請事項の要約および納税者の検討点を記載している。
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※ルピア：インドネシアルピア（IDR）

要請事項

留意点

マスター ファイル（MF）およびローカル ファイル（LF） （移転価格文書）
対象
関連者間取引を行う納税者が以下の基準／条件のいずれか一つでも満たす
場合には、移転価格文書の準備が要請される。
項目
前年度の総収入額
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数値基準
500 億ルピア超

前年度の有形資産取引額

200 億ルピア超

または、

50 億ルピア超

前年度のサービス、ロイヤルティー、利
息、その他の取引額
インドネシアの法人税率（25％）よりも低 基準額設定無し
い税率が設定されている国に所在する
関連者と取引を行っている
また、納税者がグループ会社の親会社 2 となる場合、当期の連結ベースでの
総収入が 11 兆ルピア以上の場合にも移転価格文書の準備が求められてい
る。
前年度の操業期間が 12 カ月を下回る場合、総収入または関連者間取引額を
年額に置き換えて判断することが求められている。
ルピア以外の通貨で記帳を行っている場合には、課税年度終了時点での財務
省が定める税務用換算レートを使用してルピア換算を行い、判断することとさ
れている。
いずれの条件も満たさない納税者はこれらの書類の準備義務は負わないが、
行われた関連者間取引に関しては独立企業間の原則が適用されることが当
規定では明確に記載されている。

当規定では既存の文書作成義
務基準（同一の関連者との取引
金額総額）が総収入、取引の種
類、または関連者の所在国に置
き換えられている。
当規定では国内関連者間取引
に関しては何も規定されていな
い（既存の規定ではいくつかの
状況を除き、移転価格の対象と
ならないことが明記されている）。
基準数値は前年度の数値を用
いることとされている。例えば
2016 年度の移転価格文書の準
備要否を判断する際、2015 年
度の数値にて判断することとな
る。
納税者は関連者の所在国の法
人税率を確認の上で移転価格文
書の準備要否を判断することと
なる。
PMK‐213 では総収入基準を用
いることで小・中規模の納税者に
対して移転価格文書作成による
管理上の負担を軽減している。
しかしながら、当規定ではより多
くの取引が移転価文書の対象と
なるよう範囲を拡大することを目
的にしている。

同時性
移転価格文書は関連者間取引が行われた時点でのデータ、情報に基づいて
準備することとされている。
上述のように準備されていない場合、納税者の関連者間取引は独立企業
原則に沿っていないものとみなされる。

期末以降、4 カ月内に移転価格
文書を準備しなければならない
ことに留意が必要であるととも
に、その時点では比較対象取引
／企業のデータの入手が困難で
あることにも留意が必要となる。

期日
移転価格文書は期末日以降 4 カ月内に準備すること、および当文書の作成日
を記載したステートメント レターを添付することが要請されている。当レターに
は移転価格文書の提供者が署名することとされている。

短期間での準備が必要。比較対
象物のデータの入手が困難にな
ることにも留意が必要となる。

1 総収入は納税者の事業や主な活動により獲得された収入で、ディスカウントやリベート等の控除を行う前の金額と定義されてい
る。
2 親会社は事業グループを直接または間接的にコントロールする立場にあり、インドネシア会計基準において連結財務諸表を作成
することが求められている会社と定義されている。
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要請事項

留意点

マスター ファイル（MF）およびローカル ファイル（LF） （移転価格文書）
MF には最低でも以下の項目の記載が求められる






資本関係図、各グループ会社の所在国
各グループ会社の事業活動内容
グループが保有する無形資産
グループ内での財務・金融活動
親会社の連結財務諸表および関連者間取引における税務上の取扱い情
報（グループ会社間で APA が締結されている等）

LF には最低でも以下の項目の記載が求められる






納税者のステータスおよび事業内容
関連者間取引および第三者間取引の内容
独立企業原則の適用
納税者の財務情報
価格または利益に影響をおよぼす財務以外の出来事、発生、事実

LF に関しては相場商品取引に関して、より詳細な情報開示が求められてい
る。
これらに関しては PMK‐213 に添付されている様式に詳細な項目が定められ
ている。

MF、LF の記載項目はおおむね
BEPS 行動 13 に沿ったものとな
っている。しかしながら当新規定
での LF の記載要請事項に関し
ては既存の規定と比較し、より広
範なものとされている。納税者は
既存の移転価格文書の構成等
を見直し、必要な追加記載内容
について検討する必要がある。
LF ではすべての重要な関連者
間取引に関するアグリーメント／
契約書および財務情報の開示
が求めらている。
納税者が複数の事業活動を行っ
ている場合、または機能的に異
なる複数のキャラクタライゼーシ
ョンを有する場合にはセグメント
情報を開示することが規定され
ている。

開示義務
納税者は、所定の様式に従って MF および LF の要約を記載したものを年次
法人税申告書に添付して提出することが求められている。当要約には以下の
項目に関して納税者の宣言が求められている。
 MF および LF には最低限、要請されていること項を開示していること
 MF および LF の作成日

要約は既存の規定で求めらてい
る法人税申告書の添付用紙
（3A/3A-1 および Forms
3B/3B-1）に追加で要請される
ものとなる。
納税者は同添付フォームおよび
同要約に記載した内容と移転価
格文書の内容が一致するよう留
意が必要となる。

移転価格文書の提出
移転価格文書は要請があった場合、既存の法規定に従い一定期間内に税務
当局に提出しなければならない。

税務当局への期間内の提出が
より厳格に求められている。

提出遅延となった場合、当該移転価格文書は考慮されないこととなる。また罰
則に関しては既存の法規定に従って課されることとなる。

PMK-213 では、税務当局は納
税者の法令順守確認等の為、移
転価格文書の提出を要求するこ
とが可能とされている。
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要請事項

留意点
国別報告書 （CbCR）

対象
グループ会社の親会社に該当し、当期の連結ベースでの総収入が 11 兆ルピ
ア以上の納税者は国別報告書の作成・提出が求められる。
親会社が外国に所在する場合、親会社の所在国における状況が以下のとき、
インドネシア納税者に国別報告書の提出義務があるとされている。

インドネシア納税者がグループ
会社の親会社である場合（特に
グループ会社が外国に存在する
場合）にはインドネシア納税者に
とっては追加の要請事項となる。

 国別報告書を提出が不要、または
 インドネシア政府との間で情報交換に関する協定が無い場合、または
 上述の協定が存在するにもかかわらず、国別報告書をインドネシア政府が
入手できない場合
同時性
国別報告書は課税年度終了時点でのデータ、情報に基づくものとされている。

2016 年度が最初の対象年度と
なる。

期日
国別報告書は課税年度終了時点から 12 カ月内に準備することが求められて
いる。

2016 年度の国別報告書は
2017 年 12 月 31 日までに準備
しなければならない（12 月末決
算の納税者の場合)

内容
国別報告書は PMK-213 に添付されている書式に従って準備することが求め
られている。同書式は BEPS 行動 13 で定められる書式と同様で以下の情報
を記載することとされている。
1. 国内外のすべてのグループ会社に関して、国・地域（法域）ごとの所得の
配賦、納税額、事業内容（以下を含む）:
a. 国または地域名
b. 第三者間取引および関連者間取引におけるそれぞれの総収入。た
だし、支払配当とみなされる額は除く
c. 税引前利益（損失）（営業外収入および費用も含む)
d. 源泉、徴収、自己申告にて納付した所得税額
e. 損益計算書にて報告されている法人税額（税効果会計による繰延税
金は除く）
f. 資本金額。恒久的施設（Permanent Establishment：以下「PE」）は、
所在国の要請により PE の資本金額を定めている場合を除いて本店
の資本金額
g. 剰余金。PE の場合は本店の剰余金
h. 正社員数
i. 現金および現金と同等物を除く有形資産の簿価。PE の場合は PE
所在国に存在する有形資産の簿価

国別報告書の書式は BEPS 行
動 13 に沿ったものであり、多く
の国でも採用されているもので
ある。しかしながら、国別報告書
の一部として、追加で作業書の
提出も求められている。

2. グループ会社リストおよび国・地域（法域）ごとの主な事業活動内容（以下
を含む）:
a.
各法域に所在する会社名
b.
主な事業活動内容
3.

所定の書式への記載時に使用した上述の情報を含む国別報告書の作業
書およびグループ会社の納税者番号。

国税総局（DGT）からの国別報告書作成に関する実務指針の発行が期待され
ている。
提出期限
最初の対象年度となる 2016 年度の国別報告書は翌年度（2017 年度）の年
次法人税申告書に添付して提出することとなる。
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上述で対象となる納税者のみに
提出義務がある。

(3)

おわりに

当新規定は OECD の BEPS プロジェクトに対するインドネシア国の参加が反映されており、グローバル ベースでの
移転価格の統一性に寄与するものである。当新規定は納税者の移転価格文書の品質を向上し、透明性を高めること
を意図したものである。マスター ファイル、ローカル ファイルに関しては、課税年度終了後 4 カ月以内という非常に短
期間での準備が要請されていることから、納税者も厳格に移転価格を管理していく必要がある。当新規定で要請され
ている内容に対し、納税者がより積極的にマスター ファイルおよびローカル ファイルの準備に必要となる情報の確保
に努めることとなる。
新規定の順守に必要となる情報の入手には、納税者のみでは入手不可能な情報がある為、納税者およびグループ
会社の協力と努力が必要となる。それにより、マスター ファイル、ローカル ファイル、国別報告書および関連者間開
示フォームに渡って、開示する情報の整合性を高めることになる。
移転価格ポリシーをより強固なものとするため、納税者はこれを機会に既存の移転価格ポリシーについての見直し、
再検討を行い、移転価格上の問題点に対してより積極的に管理することが望ましい。
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