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インドネシアにおける
BEPS移転価格動向

簡単なまとめ-BEPSとは
経済協力開発機構（OECD） によれば、税源浸食と利益移転（BEPS）とは租税回避戦略であり、
税法の隙間とミスマッチを利用して、利益を人為的に低課税又は不課税地域に移転するもの
である。BEPSに対処するため、OECD及びG20加盟国は、BEPSプロジェクトの開発に参画する
発展途上国とともに、経済的活動と価値創造が発生する場所で利益が課税されるような新し
い国際課税フレームワークの創設を目標に掲げた。
BEPSプロジェクトには15の行動計画が含まれており、そのうち4つは移転価格に直接関係があ
る。すなわち行動計画8-10「移転価格結果の価値創造との整合」及び行動計画13「移転価格
文書化と国別報告」である。
BEPSプロジェクトの詳細については、以下のウェブサイトを参照すること。:

http://www.ey.com/GL/en/Services/Tax/OECD-base-erosion-and-profit-shifting-project
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http://www.oecd.org/tax/beps/beps-about.htm

BEPSの結果としてインドネシアにおける移
転価格税制の変更があるか
インドネシアは、G20加盟国としてBEPSパッケージの開
発に関与しているが、BEPSパッケージの公表の結果とし
て、インドネシアの移転価格フレームワークを未だ変更し
ていない。しかしながら、当該変更が公表されるのは単
に時間の問題であると見られている。
BEPSプロジェクトに含まれる移転価格理論の変更ととも
に、インドネシア企業にとって直ちに影響のある事項の一
つとして移転価格文書の作成方法の変更がある。単に1
国の移転価格報告書の作成ではなく、移転価格に関す
る文書が次の3つの部分からなることの指針がBEPSパッ
ケージに含まれている。
►

マスターファイル： 多国籍企業の事業、移転価格ポ
リシー、及び税務当局との合意事項についてのハイ
レベルな情報を一つの文書に含んでおり、多国籍企
業が事業を行うすべての国の税務当局が利用可能
なものである。

►

ローカルファイル: 製品、サービス、ロイヤリティ、及
び利子等にかかる関連者との金銭の授受を含む、
現地での事業についての詳細な情報を含んでおり、
現行の移転価格文書に相当する。

►

国別報告書（CbCR）： 収入、税金、資産及び従業員
の各国への配分についてのハイレベルな情報を含
んでおり、多国籍企業が事業を行うすべての国の税
務当局と共有されるべきものである。CbCRは、多国
籍企業が事業を行う国における納税状況について
完全な透明性を提供することになる。これにより、移
転価格リスクを評価しさらに精査すべき企業を特定
するための主要な情報を税務当局に提供される。

作成すべき移転価格関連文書の種類は、多国籍企業の
収入、インドネシアの納税者及び/又はその国外関連者
の収入、及び発生した関連者間取引の価額により決定さ
れる。

インドネシア国外における状況
インドネシアの移転価格フレームワークの変更は未だ行
われていないが、インドネシアの納税者は、他の地域に
おけるBEPSプロジェクトの導入の影響を受けることにな
る。
アジア・パシフィック地域内では、豪州、中国、日本、韓国
及びシンガポールにおいてBEPSプロジェクトの導入が既
に行われている。同地域外でも、多くの国がBEPSプロ
ジェクトを導入済みである。
どの国がBEPSプロジェクトを導入済みであり、各国が導
入した内容の詳細については、

http://www.ey.com/GL/en/Services/Tax/ey-bepsdevelopments-tracker

インドネシアの納税者が直ちに実施
すべき移転価格項目
インドネシアに本社がある多国籍企業
►

インドネシアに本社のある多国籍企業は、現行のサ
プライチェーンの存続可能性を評価するため、CbCR
報告のテストランを検討するとともに、多国籍企業が
事業を行う税務管轄における移転価格文書化要件
の変更内容を理解する必要がある。

外国の多国籍企業のインドネシア子会社
►

他の多国籍企業のインドネシア子会社は、グローバ
ルサプライチェーン又はグループの移転価格ポリ
シーの潜在的な変更がインドネシアに及ぼす影響を
検討する必要がある。

インドネシアの納税者が短中期で実施すべき移転価格項目
インドネシアに本社がある多国籍企業
►

CbCR及びマスターファイル/ローカルファイルの文書化要件の導入時
に、その要件を満たせるように準備する必要がある。なお、BEPSパッ
ケージに含まれる指針のとおりに、移転価格文書を法人税申告書とと
もに準備する必要がある場合には、導入までの時間が短くなる可能性
がある。

►

サプライチェーンと移転価格ポリシーを評価し、CbCRとマスターファイ
ル/ローカルファイル双方の要件で開示される場合の困難に耐えうる用
意ができているかを確認する必要がある。

►

税務当局への追加的な情報開示を念頭において移転価格調査を管理
する準備が出来ているかを確認する必要がある。

►

CbCRの二次的な提出要件等、各国での要件を満たすことができるか
を確認する必要がある。

外国の多国籍企業のインドネシア子会社
►

CbCR及びマスターファイル/ローカルファイルの文書化要件の導入時に、
その要件を満たせるように準備する必要がある。なお、前述のとおり、
導入までの時間が短くなる可能性がある。

►

税務当局への追加的な情報開示を念頭において移転価格調査を管理
する準備が出来ているかを確認する必要がある。

EYがお役に立てること
►

グローバルでの連携と可視性
EYは、様々な国をまたぐ事務所ネットワークを有するグローバル・
ファームである。我々の優れた内部連携により、マスターファイル作
成プロセスの集中化が可能になるとともに、中央及び地域双方で実
施されるプロセスに対し、多国籍企業がより高い可視性とコントロー
ルを持つことができるようになる。結果として、プロセスの効率化とと
もにマスターファイルとローカルファイルで提示される情報の一貫性
を確保することができる。

►

プロセスの簡素化ツール
EYは、CbCRとマスターファイル作成を目的としたクライアントの情報
処理の簡素化に役立つ評価ツールを有している。評価ツールにより、
多国籍企業は、収集した情報を即座に処理して、多国籍企業の構造
と実態の評価を作成したり、各国における多国籍企業の潜在的な課
税リスクの強調等を行うことができるようになる。
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