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インドネシアにおける新移転価格文
書化要件／BEPS行動計画13の実施

概要
インドネシア財務省は、財務省規則No. 213/PMK.03/2016 (PMK-213) 「関連者と取引を行
う納税者が維持する義務のある追加的な文書及び情報の種類とその手続き」を発行しました。
PMK-213は、経済協力開発機構（OECD）の税源浸食と利益移転（BEPS）プロジェクトにお
ける行動計画13 （行動計画13）に含まれる移転価格文書にかかる指針をインドネシアにお
いて実施するものです。
PMK-213は、制定日である2016年12月30日に即日発効し、以下の重要な変更を実施して
います。
►

誰が、移転価格文書を作成する必要があるか

►

何が、移転価格文書の構成要素であるか

►

何時、移転価格文書を作成する必要があるか

納税者は、即座に行動するための手順を検討し、PMK-213への準拠を確実にすることが推
奨されます。納税者が直ちに行動すべきこととして、厳しい作成期限を踏まえて2016年度の
マスターファイル及びローカルファイルの作成を開始するとともに、国別報告書（CbCR）の作
成が潜在的に必要とされることを検討することが推奨されます。

PMK-213における移転価格文書化 - 3階層構
造

新しい閾値の納税者への影響は多々ありますが、主な
ものは以下のとおりです。

従来、納税者はインドネシアの事業に特化した移転価格
文書の作成が要求されるのみでした。PMK-213の発行
によりこれが変更され、納税者は現在、3階層構造の移
転価格文書の作成が要求されています。この3階層構造
は以下から構成されています。

►

取引高にかかる旧閾値に基づき過去年度におけ
る移転価格文書の作成を以前は免除されていた
納税者が、閾値が相対的に低くなった結果、現在
では移転価格文書の作成が必要となります。

►

PMK-213では、国内関連取引の文書化に対する
従前の免除規定が削除されており、納税者は現
在、移転価格文書において国内取引を対象とする
必要があります。

►

一旦閾値を越えると、納税者は移転価格文書です
べての関連者間取引を対象とする必要があります。
この点は、従前の取引高にかかる閾値を越える特
定の関連者間取引のみを、納税者は移転価格文
書化の対象とする過年度の取扱いと相違していま
す。

►

マスターファイル

►

ローカルファイル

►

国別報告書 (CbCR)

これらのファイル/報告書について、それぞれ以下により
詳細を説明します。

移転価格文書の作成にかかる閾値
マスターファイル及びローカルファイル
PMK-213では、納税者が以下に該当する場合、マスター
ファイル及びローカルファイルを作成する必要があります。
a)

当該年度において関連者間取引を行っており、かつ
前年度の総収入が500億インドネシアルピア(IDR)
（約3.7百万米ドル）を超過する場合、または

b)

前年度に以下の価額の関連者間取引を行った場合、
または
►

200億IDR（約1.4百万米ドル）超の有形財
取引、または

►

50億IDR（約372,000米ドル）超の役務提
供、利払い、無形資産の利用、または他の
関連取引（それぞれで判定します）

c) 所得税率がインドネシアの法人税率である25％未満
の国又は地域に所在する関連者と取引を行う場合。
なお、25％は、所得税法No. 7/1983第17条（所得税
法 No. 36/2008で更新）で規定されています。
行動計画13を実施している他の税務管轄とは異なり、
PMK-213 は、ローカルファイルとマスターファイルの作
成にかかる閾値を別々には規定していません。そのため、
収入又は取引高にかかる閾値を超過した場合には、納
税者はローカルファイルとマスターファイルの双方を作成
する必要があります。

取引高及び収入にかかる閾値が、過年度の取引高及び
収入情報に基づくことに納税者は留意する必要がありま
す。これにより、納税者がある年度の移転価格文書の作
成義務の有無を、当該年度末に先立ち確認することが容
易になります。
PMK-213 は、従前の移転価格文書化規定を含む国税
総局規則PER-32/PJ/2011 (PER-32) を廃止していない
ため、PMK-213に含まれている文書化要件と同時に
PER-32における移転価格文書化要件にも従う必要があ
ると考えられます。例えば、ある関連者間取引（特に有形
財）が、PMK-213では移転価格文書化要件の閾値を下
回る状況でも、PER-32における閾値を上回る場合があ
りえます。そのような取引があれば、PER-32に準拠して
作成される移転価格文書で対象取引とする必要があると
考えられます。

国別報告書
国別報告書をインドネシアで提出する必要がある納
税者は以下のとおりです。
a)

一つの事業グループの親会社であって、当該年度に
おける連結ベースの総収入が11兆IDR（約818百万
米ドル）以上であるインドネシアの納税者、または

b)

親会社が以下の国・地域のいずれかに所在する外
国の納税者であるインドネシアの納税者
►

親会社が国別報告書を提出する義務がな
い国・地域

►

税務目的の情報交換協定をインドネシア
政府と締結していない国・地域

►

税務目的の情報交換協定をインドネシア
政府と締結しているが、インドネシア政府
が国別報告書を受け取ることができない
国・地域

PMK-213における親会社と事業グループの定義に基づ
けば、多国籍企業の最終親会社でないにも関わらず、イ
ンドネシアで国別報告書を提出する義務がある場合があ
ることに、納税者は留意する必要があります。
なお、PMK-213においては、国税総局が国別報告書に
ついて別途規則を発行することとされています。

マスターファイル、ローカルファイル、及び国
別報告書の内容
マスターファイル
マスターファイルは、インドネシアの納税者の事業に焦点
をあてたローカルファイルとは異なり、事業グループの事
業についてより広範な概要を提供することに着目していま
す。PMK-213で要約されているマスタファイルの内容は、
概ね行動計画13に準拠しています。
マスターファイルは、概ね、以下についての詳細を含める
必要があります。
a)

資本構造、資本関係図、及び事業グループの各メン
バーが所在する国・地域

b)

事業活動の内容

c) 保有する無形資産
d)

金融及び資金調達活動

e) 親会社の連結財務諸表及び関連者間取引にかかる
税務情報
マスターファイルに含めることが要求されている個別項目
の詳細リストがPMK-213の別紙として記載されています。
このリストは細かく、例えば、以下が含まれます。
►

事業グループのメンバーのリスト、及び各メ
ンバーの事業内容

►

事業グループが提供する製品・サービスの
トップ５並びに事業グループの合計収入の
5％以上を占める他の製品・サービスにか
かるサプライチェーン図

►

研究開発拠点及び研究開発管理の場所を
含む、無形資産の開発、保有、及び活用に
かかる事業グループの包括的戦略の説明

ローカルファイル
ローカルファイルは、インドネシアの納税者についての
情報を提供することに着目しています。ローカルファイ
ルの内容は、行動計画13に含まれている指針に依拠し
ていますが、行動計画13に記載されているローカル
ファイルの推奨内容に比べ、より広範にわたるものと
なっています。
ローカルファイルには、概ね、以下の項目を含める必要
があります。
a)

遂行した事業活動の特定

b)

実施した関連者間取引及び非関連取引の情報

c) 独立企業原則の適用
d)

国別報告書により、概ね、親会社は以下の情報を開示する
必要があります。
a)

国内・海外の事業グループ全メンバーについての、所
得配分、支払税金、及び国・地域別の事業活動。具体
的には、国･地域名称、総収入、税引前利益（損失）、
自己控除・源泉徴収・支払われた所得税、資本金、利
益剰余金、常用従業員数、及び有形資産（現金及び現
金同等物を除く）が含まれます。

b)

事業グループメンバーと国・地域別の主要事業活動内
容のリスト

国別報告書ワーキングペーパーは、事業グループ内の
個々のメンバー毎に財務及び税務情報を要求しており、行
動計画13に含まれる提出要件に比較し非常に詳細な内容
となっています。要求される情報には、各メンバーの総収入
の詳細、支払税金、資本金、利益剰余金等が含まれます。

財務情報

e) 価格や利益水準に影響を及ぼす非財務的事象・
出来事･事実の有無
マスターファイルと同様に、ローカルファイルに含めるこ
とが要求されている個別項目の詳細リストがPMK-213
の別紙として記載されています。このリストには、例え
ば、以下が含まれます。
►

納税者の経営構造、組織図、納税者と特
殊の関係にある国内又は海外の関連者
の情報、及びかかる関連者が所在する
国・地域の説明

►

納税者の事業活動の運営上の側面

►

取引スキームとその説明

►

過去5年間に適用された価格設定ポリ
シー

国別報告書
インドネシアで納税者が提出する義務がある国別報告
書は、行動計画13に含まれる指針において作成・提出
する義務がある国別報告書に比べより詳細なものです。
PMK-213では、行動計画13で作成・発行が要求されて
いる2つの報告書に加えて、「国別報告ワーキングペー
パー」を第3の報告書として導入し、国別報告書の一部
として提出を義務つけています。

移転価格文書の使用言語
マスターファイル、ローカルファイル、及び国別報告書はイ
ンドネシア語で作成しなければなりません。

移転価格文書の作成及び提出時期
マスターファイル及びローカルファイル
PMK-213では、マスターファイル及びローカルファイルを、
納税者の事業年度末から4ヶ月以内に利用可能にしなけ
ればなりません。（不遵守に対するペナルティについての下
記コメントを参照）
マスターファイル及びローカルファイルは、税法で規定され
た期限に基づき、国税総局に提出しなければなりません。
この点に関して、マスターファイル及びローカルファイルの
具体的な提出期限についてはPMK-213は触れておらず、
通常の税務調査実務が適用されると考えられます。
マスターファイル及びローカルファイルの提出の際には、そ
れらの文書がいつ利用可能となったかを明記し、当該文書
を提供した者が署名したステートメントレターを添付する必
要があります。
国別報告書
国別報告書は、事業年度末から12ヶ月以内に利用可能と
し、翌事業年度の法人税申告書とともに提出しなければな
りません。

法人税申告書添付文書
法人税申告書と一緒に提出が必要な別表3A、3A-1 、及び 3A-2 に加え、
PMK-213 では、追加的な要約書式も法人税申告書に添付することを納税
者に義務つけています。当該書式は、別表3A-1 と類似しており、マスター
ファイル及びローカルファイルが作成されているか否かについての追加的な
詳細とともに、移転価格文書が作成された日付を明記する必要があります。

不遵守に対するペナルティ
納税者が、マスターファイル及びローカルファイルを法人税申告書の提出前
に作成していなかった場合には、その法人税申告書が不完全であるとされる
可能性があります。法人税申告書が不完全とされた場合、未払税金の最大
200％をペナルティーとして国税総局が徴収するとともに、刑事制裁を受ける
潜在的なリスクがあります。
EYの見解としては、明確な4ヶ月間の内にマスターファイル及びローカルファ
イルが利用可能でないことでどのような影響があるかは不明確ですが、法人
税申告書の提出前にマスターファイル及びローカルファイルが利用可能でな
い納税者への影響は明確であると言えます。
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