
インドネシア・タックス

1
PricewaterhouseCoopers Indonesia 2010 No.2
Tax flash 2009 February 11

タックス・フラッシュ TAX FLASH
2010 年第 2 号 2010 NO.2

2010 年 2月 11 日

In In this Issue;
1. Taxpayer benchmark ratios – where do you

stand？

本号の項目

1. 納税者ベンチマーク・レシオ－貴社はどこに

位置するか？

1. Taxpayer benchmark ratios – where do
you stand?

All Indonesian taxpayers should be aware of new

approaches being taken by the Indonesian Director

General of Taxation (“DGT”) in identifying taxpayers

which may be subject to a tax audit.

Whilst tax audits are generally automatic in tax

refund cases, the DGT is now adopting a more

sophisticated approach to audit case selection in

other cases.

As part of this approach, the DGT has recently

expanded the range of industries for which it has

collated and published benchmark ratios, primarily

in relation to profitability and expenditure. These

benchmarks are used by the DGT to assess whether

a taxpayer’s affairs require further examination,

which in turn may lead to a formal tax audit.

1. 納税者ベンチマーク・レシオ－貴社はどこ

に位置するか？

インドネシアの納税者は皆、インドネシア租税

総局（DGT）が税務調査を行う納税者を特定する

際にとる新しいアプローチに注意を払う必要があ

ります。

税金還付の申請をすると、一般的に税務調査が

自動的に入りますが、租税総局は現在、税金還付

以外で税務調査に入るべき会社を選定するために

一段と洗練されたアプローチを採用しています。

このアプローチの一部として、国税総局は、近

時、基本的な利益率と支出に関するベンチマー

ク・レシオを整理して、公表する産業の範囲を拡

大しました。

国税総局は、これらのベンチマークを、納税者

の問題に追加調査が必要かどうかを査定するため

に使います。
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This is in line with audit case selection

methodologies commonly used by revenue

authorities in many other countries.

The first set of benchmarking guidelines were

released on 5 October 2009, when the DGT issued

SE - 96/PJ/2009 which contains a series of

benchmark ratios for twenty different industries

(based on its business type ie, KLU classification) in

respect of the 2005 – 2007 income years and based

on information obtained from Corporate Income Tax

Returns. On 1 February 2010, the DGT issued SE -

11/PJ/2010 which contains the same financial ratio

analysis for an additional 31 industry groups, taking

the total to 51.

These two regulations apply in conjunction with

PER – 170/PJ/2007, which sets out the DGT’s

approach to discussions with taxpayers about

variances between the benchmarking ratios and the

taxpayer’s own circumstances. They provide a

mechanism for the Indonesian Tax Office account

representatives to assess the likely tax compliance

level of a corporate taxpayer based on comparisons

with the financial performance of the taxpayer’s

industry peers.

Where a taxpayer falls below one of the benchmark

criteria for its industry, this may prompt a follow up

from the account representative for a further

explanation of the discrepancy.

If the investigation of the discrepancy reveals

non-compliance with the tax law, the account

representative will usually request that the tax return

be amended. If the taxpayer disagrees with the

suggested amendment and does not amend their

この方法は、多くの他国の税務当局により、一

般的に使用されている税務調査対象の選択方法に

沿ったものです。

最初のベンチマークのガイドライン・リストは

国税総局により 2009 年 10 月 5 日に発行された

政府規則 96 号（SE - 96/PJ/2009）で公表されま

した。そこでは、20 種類の産業分類（その事業種

類、「KLU 分類」）について、2005 年から 2007

年の事業年度の法人税申告書から入手された情報

に基づく一連のベンチマーク・レシオが記載して

されています。さらに、国税総局は 2010 年 2 月 1

日に 31 種類の産業分類を追加し、同様な財務レシ

オ分析を含む政府規則 11号（SE - 11/PJ/2010）

を発行し、これにより合計 51 種類となりました。

これら 2 つの規則は、そのベンチマーク・レシ

オと納税者自身の環境との間の差異について、納

税者と討議するための国税総局のアプローチにつ

いて詳しく記載する国税規則 170 号（PER –

170/PJ/2007）と供に適用されます。それらは、

インドネシア税務署のアカウント・レプレゼンタ

ティブに、その納税者の同種産業の他社の財務成

績と比較することによって、法人納税者の税務規

則遵守のレベルを査定するためのメカニズムを提

供します。

納税者が、その産業でのベンチマーク標準の一つ

を下回った場合、アカウント・レプレゼンタティ

ブからその差異についての追加説明に関して早急

にフォローアップがなされます。

その差異の調査から税法に関する遵法の不履行が

発覚した場合、アカウント・レプレゼンタティブ

は通常、税務申告書の修正を要求します。納税者

が提示された修正に同意せず、その税務申告書を

修正しない場合には、アカウント・レプレゼンタ
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return, the account representative would then

recommend that taxpayer be subject to a tax audit.

The regulations provide that this benchmarking

information is to be used as a tool in assessing a

taxpayer’s likely compliance with the tax laws, and a

variance in respect of any particular ratio does not in

itself prove non-compliance by a taxpayer.

It is not clear from the information provided in the

regulations how current year data will be compared

to prior year data, particularly if there is a variance in

the comparable benchmark percentage over each

of the 2005 – 2007 income years.

Further, it is not clear how much of a discrepancy

will actually trigger a request for further information.

Taxpayers that are in any of the 51 industries

published in the regulations should compare how

their financial profitability and expenditure ratios

compare to the DGT’s published industry average.

In the event that a taxpayer is aware that they have

fallen below a particular benchmark level,

consideration can be given in advance regarding

how to deal with a likely follow up from the DGT.

A list of the 51 industries follows;

ティブは、（税務当局に）その納税者に税務調査に

入ることを勧めます。

規則の提供するこのベンチマーク情報は、納税

者が税法義務を履行しているかどうかを査定する

手段として使われますし、また、規則では特定の

レシオでの差異、それ自体は納税者の税法義務の

不履行を証明するものではないとされます。

また、今年のデータがいかに前年のデータと比

較されるか、特に、2005 年から 2007 年の事業年

度の各年にわたって比較されるベンチマーク比率

に差異がある場合に、その規則で提供される情報

からは、まだ明確な説明がありません。

さらに、どのくらいの差異が、実際上、追加情

報が求められる引き金になるのかも明確ではあり

ません。

規則で公表された 51 産業のいずれかに属する

納税者は、自社の財務的な利益性と費用性レシオ

を国税総局が公表した産業平均のレシオと比較す

る必要があります。

納税者はそれらのレシオが特定のベンチマーク

の水準を下回っていると気づいた時には、国税総

局からの予想される追及にどう対処するかを事前

に検討することができます。

51 産業のリストは次の通りです。
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1 15141
植物性と動物性の食用油 Food oil from plant and
animal sources 27

20211/20
212

合板、ラミネート合板、装飾合板の製造
Manufacture of plywood/ laminated plywood,
including decorative plywood

2 15144 パームオイルからの料理油 Cooking oil from palm oil 28 20213
その他木材板の製造 Other wood panel
manufacture

3 15410 パンとその類似商品 Bread and its equivalents 29 20294 木製、ラタン製、竹製の食器 Kitchenwear from
wood, rattan, and bamboo

4 15432 チョコレートと飴から作られる食品 Food made from
chocolate and candy

30 22210 印刷 Printing

5 16002 丁子たばこ Clove cigarette 31 24131 人工レジンとプラスチック原材料 Artificial resins
and plastic raw material

6 16003 白たばこ White cigarette 32 24221 塗料 Paint

7 21010 紙パルプ Pulp and paper 33 24241 石鹸、家庭用浄水器、歯磨き粉を含む、Soap and
household purifier, including toothpaste

8 22120 新聞、ジャーナルや雑誌の発行 Newspaper, journal,
and magazine publishing 34 24242 陶器 Cosmetics

9 24232 医薬品 Pharmaceutical 35 25111 タイヤ（チューブを含む）製造 Tyre manufacture
(including tyre tube)

10 25205 プラスチック包装 Plastic packaging 36 25201 パイプとプラスチックインターバル Pipe and plastic
interval

11 32300
ラジオ、テレビ、音声映像記録機とその類似物 Radio,
television, voice and picture recording tools, and its
equivalent.

37 26411 セメント Cement

12 34100 ４輪（もしくは、それ以上）の自動車製造 Manufacture
of four-wheel (or greater) vehicles

38 29302 家庭電化器機製造 Household electrical
appliance manufacture

13 35911 モーターバイクとその同類の製造 Manufacture of
motorcycle and its equivalent

39 31300 電話と電線 Phone and electrical cable

14 45000 建設 Construction 40 35912 モーターバイク部品 Motorcycle (and equivalent)
components

15 50101 自動車販売 Car wholesale 41 50401
モーターバイク、スペアパーツとアクセサリーの卸販
売 Wholesale of motorcycles along with spare-
parts and accessories

16 51391 住宅機器と機材の販売 Household tools and
equipment wholesale 42 51220 食料、飲料とたばこの卸販売 Wholesale of food,

beverages, and tobacco
17 51430 建設資材販売 Construction material wholesale 43 55210 レストラン Restaurants

18 52111
スパーマーケットでの主に食品飲料やたばこのさまざま
な種類の小売 Retail trading of various items mainly
food, beverages, or tobacco in a supermarket

44 55260 ケータリング Catering

19 70101
不動産の所有もしくは賃貸 Owned or rental real
estate 45 65121 外国為替銀行 Foreign exchange bank

20 85113 民間病院サービス Private hospital service 46 65910 リース Leasing
21 15211 日用品 Dairy 47 66020 年金基金 Pension fund

22 15331/1
5332

魚・肉の食料や動物飼料の食料 Fish/animal ration or
animal feed ration

48 66030 生命保険以外の保険 Non-life insurance

23 15421 砂糖 Sugar 49 74210
建築コンサルとエンジニアリングサービス
Architectual consultancy and engineering
services

24 15423 その他の砂糖 Other sugar 50 92132 民間ラジオ放送局 Private radio broadcasting

25 15540 ソフトドリンク Soft drink 51 92132 全国的民間テレビ放送局 National private
television broadcasting

26 19201
日用品の履物製造 Manufacture of footwear for daily
use ー ー ー
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ご質問等の連絡先、下記の PWC の各専門家へご連絡ください。

アリ・マルディ

ali.mardi@id.pwc.com

アリ・ウィドド

ali.widodo@id.pwc.com

アンソニー・アンダーソン

anthony.j.anderson@id.pwc.com

アントン・マニック

anton.manik@id.pwc.com

アントニウス・サンヨジャヤ

antonius.sanyojaya@id.pwc.com

アイ・ティン・ファン

ay.tjhing.phan@id.pwc.com

エンゲリン・シアギアン

engeline.siagian@id.pwc.com

ヘンドラ・リー

hendra.lie@id.pwc.com

ジム・マクミラン

jim.f.macmillan@id.pwc.com

ラクスミ・ジュイタ

Laksmi.djuwita@id.pwc.com

マギー・マーガレット

margie.margaret@id.pwc.com

ナズレイ・シレガー

nazly.siregar@id.pwc.com

ヌルヤディ・ムルショディワルノ

nuryadi.mulyodiwarno@id.pwc.com

ポール・ラマン

paul.raman@id.pwc.com

レイ・ヒエディフン

ray.headifen@id.pwc.com

ティム・ワトソン

tim.watson@id.pwc.com

スヤンティ・ハリム

suyanti.halim@id.pwc.com

また、上記以外にも、ジャパンデスクの北村浩太郎 hirotaro.kitamura@id.pwc.com 、また

は、割石俊介 shunsuke.wariishi@id.pwc.com まで、ご質問等ご遠慮なくご連絡ください。

PT プリマ・ワハナ・チャラカ / プライスウオーターハウスクーパース

PT Prima Wahana Caraka / PricewaterhouseCoopers,

Plaza 89, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.X-7, NO.6

Jakarta 12920, INDONESIA ,

Telephone. +62 21 521 2901, Fax. +62 21 52905555,

お断り、

この日本語訳はジャパンデスクが作成していますが、原文が英語であることをご承知いただき、参考資料

としてご利用ください。（英語のオリジナルフォーマットの原文は、www.pwc.com/id から入手できます。）

また、作成に当っては細心の注意を払っておりますが、掲載情報の正確さ、記載内容や意見、誤謬や省略

について当事務所が責任を負うものではありません。実務上、個々に記載している問題が発生した場合に

は、関連する法律・規則を参照し、税務専門家の適切なアドバイスを入手する必要があります。


