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New implementing regulations for the Income
Tax Law

Article 35 of Law No.36/2008 regarding Income Tax
(“ITL”) stipulates that matters which have not been fully
dealt with in the law itself shall be subject to a
Government Regulation. Finally, two years from the
effective date of the ITL, the government released
Government Regulation No.94/2010 (“GR 94/2010”)
dated 30 December 2010, which came into effect on the
above date. GR 94/2010 also revoked the previous
implementing regulations of the ITL, Government
Regulation No.138/2000 (“GR 138/2000”).

GR 94/2010 contains several major rules which provide
clearer guidance on the intentions of the law at some
levels. However, some of the articles are still open to
multiple interpretations, and therefore further
implementing regulations from the Minister of Finance
(“MoF”) and/or the Director General of Taxes (“DGT”)
are needed. We also noted that most of the rules in GR
94/2010 are adapted from older lower–ranked rules
dating back to the nineties.

Several of the important rules covered by GR 94/2010,
along with the related MoF and DGT Regulations which
have been issued up to the time of publication of this
TaxFlash, are summarized below

Bonus shares may not be taxable

Under the following conditions, bonus shares distributed
without payment are not regarded as a taxable dividend:

 the bonus shares come from the capitalization of a
share premium, provided that the total nominal
value of the shares owned by the recipient of the
bonus shares after distribution does not exceed the
total capital payment, and

 the bonus shares come from a capitalization of gains
on the revaluation of fixed assets.

This regulation provides a limitation to Article 4
paragraph (1) subparagraph (g) of the ITL and its
elucidation, which states that dividends in any names or
forms are taxable. Dividends include bonus shares
distributed without payments, in turn including bonus
shares derived from the capitalization of a share
premium.
The inclusion of the above provision in GR 94/2010 is a
confirmation of the tax authorities’ interpretation of the
ITL on this matter as stated in DGT Circular No.SE-
18/PJ.41/1993 dated 31 August 1993 regarding the
Income Tax Treatment of Bonus Shares Derived from
the Conversion of Share Premiums.

所得税法の新しい施行規則

所得税法に関する 2008 年法律第 36 号 35 条は、法律
本体で十分に取り扱われいない事項は、政府規則に従う
と規定しています。最終的に、所得税法の発効日から 2
年を経て、インドネシア政府の政府規則 2010 年第 94
号が 2010 年 12 月 30 日に発表され、同日付にて発効し
ました。また、政府規則（GR）2010年第 94 号より、
従来の所得税法の施行規則である政府規則 2000 年第
138 号は取消されました。

政府規則 94 号は、いくつか基準で法律の意向につき
一層明白なガイドラインを提供する主要なルールを含ん
でいます。しかしながら、未だに複数の解釈がなされ、
それ故に追加の財務省規則（MOF）や国税総局
（DGT）から実施規則が必要となるものもあります。
この政府規則 2010 年 94 号に規定されるルールのほと
んどは、90 年代からのより低いランクの規則から採用
されているものです。

政府規則 2010 年第 94 号でカバーされるいくつかの
重要なルールは、このタックス・フラッシュの発行時ま
でに発行されている関連する財務省規則と国税総局規則
を加えて要約すると、以下の通りです。

ボーナス株式は課税されない

以下の条件の下で、金銭の支払を伴わずに分配された
ボーナス株式は税務上の配当としてみなされません。

 分配の後にボーナス株式の受領者によって保有され
ている株式の額面価値の総額が資本払込額の総額を
超えないことを条件に、ボーナス株式が株式プレミ
アムの資本化からくる、また

 そのボーナス株式が固定資産の再評価益積立金の資
本化からくる

この規則は、配当は、如何なる名前と形式を問わず課
税対象となるという所得税法の第 4 条 1 項のｇとその注
解の限界を示しています。配当には、支払を伴わずに分
配されたボーナス株式が含まれ、株式プレミアムの資本
化から生じたボーナス株式もまた含まれます。

2010 年 94 号に上記の規定が含まれたことは、株式プ
レミアムの転換から生じたボーナス株式の所得税法上の
取り扱いに関する 1993 年 8 月 31 日付の国税総局通達
1993 年 18 号で記載される本件に関しての、税務当局の
所得税法の解釈の確認です。
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Income derived from investments in Collective
Investment Contracts is not taxable

From the tax point of view, investments in mutual funds
are still attractive as it has been confirmed that profit
portions obtained by the holders of a participation unit
of a Collective Investment Contract (“CIC”) including
profits originating from a unit repayment, are non-
taxable. This rule is an implementing regulation of the
amended Article 4 paragraph (3) subparagraph (i) of the
ITL which stipulates that the distribution of profits
received or obtained by the holders of participation units
of a CIC is not taxable object.

Other than mutual funds, Asset-Backed Securities (ABS)
are also managed in the form of a CIC, and therefore this
rule is also applicable to investors in this type of security.
However, further implementing regulations from the
DGT may be needed to confirm whether the income tax
treatment is applicable for both Fixed Cash Flow ABS
and Fluctuating Cash Flow ABS. The last rule regarding
ABS was by a DGT Decision No.KEP-147/PJ/2003 dated
13 May 2003 which differentiates between the income
tax treatment of unit holders for each type of ABS.
This provision applies to resident and non-resident tax
subjects.

Definition of ‘relationships between concerned
parties’

Article 4 paragraph (3) subparagraph (a) of ITL
stipulates that grants, donations and bequests received
by certain parties are not taxable, provided there is no
business, employment, ownership or control relationship
between the parties (donor and recipient) concerned.

GR 94/2010 explains that a relationship between
concerned parties as referred to in the above article may
exist due to a dependency or attachment of one to
another taxpayer directly or indirectly through business,
employment, ownership or control.

A relationship of business may exist if there are routine
transactions between the parties. Routine transactions
are purchasing, selling, or payment of fees in any names
or forms. A relationship of employment exists if there are
relations in the form of employment, service provision,
or direct or indirect activities between the two parties.

A relationship of ownership or control is deemed to exist
if: (a) there is direct or indirect capital participation of
minimum 25%, or (b) one taxpayer controls the other
taxpayer, or two or more taxpayers are under the same
control, either directly or indirectly.

集合投資契約への投資から生じた収益の非課税

税務上の観点から、ミューチュアル・ファンドへの投
資は、いまだに魅力的です。それは、集合投資契約
（CIC）の参加持ち分の保有者により得られた利益部分
は、その持ち分払い戻しから発生する利益を含めて課税
されないことが確認されたからです。

このルールは、所得税法の修正第 4 条 3 項の I の実施
規則であり、CIC の参加持ち分の保有者が受領したか又
は稼いだ利益の配分は課税対象にならないことを規定し
ています。

ミューチュアル・ファンド以外で、アセットバックト
証券（ABS）もまた CIC の様式で管理され、従ってこ
のルールが、この種類の証券をもつ投資家に同様に適用
されます。しかしながら、固定キャッシュ・フローABS
と変動キャッシュ・フローABS の両方に適用する所得
税法の取り扱いを確認するための国税総局からの追加の
実施規則が必要です。

ABS に関する最新の規則は、2003年 5 月 13 日付の
国税総局規則 2003 年 147 号で、種類毎の ABS の持ち
分の保有者の所得税が異なっています。
本規定は居住者と非居住者の税金対象に適用されます。

「関連当事者間の関係」の定義

所得税法の 4 条 4 項ａでは、関連する当事者間（贈り
手と受け手）の間に事業上、雇用関係、所有者関係や管
理関係がない場合には、特定の当事者によって受領され
た援助、寄付と遺産は課税されないと規定されます。

政府規則（GR）2010年 94 号は、上記の条文で言わ
れる関連当事者間の関係は、一方から他方の納税者に直
接的に、又は間接的に、事業、雇用、所有又は管理を通
じて扶養もしくは繋がりがある場合に、存在するとされ
ると説明しています。

事業上の関係は、両当事者に日常的な取引があれば存
在します。日常的な取引とは、購入・販売や手数料の支
払をいい、名前と様式は問いません。雇用関係は、雇
用、サービス規定、又は直接的又は間接的な活動の様式
で関係する場合に存在します。

所有又は管理の関係は、以下の場合に存在するとみな
されます。つまり(a)直接的または間接的な最低 25％の
資本参加関係がある場合、又は、(b)一方の納税者が他方
の納税者を支配し、2 人もしくは複数の納税者が、直接
又は間接的に同じ支配下にいる場合です。
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Treatment on gains or losses from foreign
exchange rates

Gains or losses from foreign exchange are acknowledged
as income or expense based on the bookkeeping system
which is adhered to and consistently maintained in
accordance with the Financial Accounting Standards
applicable in Indonesia.

Specifically for gains or losses on foreign exchange
directly related to a taxpayer’ s business which is subject
to final tax or not a taxable object, the exchange rate
gains or losses are not acknowledged as an income or an
expense. On the other hand, exchange rate gains or
losses which are not directly related to the above
business are acknowledged as an income or an expense
as long as the expense is incurred in order to obtain,
collect, and maintain income.

This is an implementing regulation of the revised Article
4 paragraph (1) subparagraph (l) and Article 6 paragraph
(1) subparagraph (e) of the ITL, which provides
confirmation of the consistency between the commercial
and tax treatment of this particular matter. The previous
ITL provided that the tax treatment of gains/losses on
foreign exchange rates might differ from the commercial
treatment.

Non- creditable Input VAT is still deductible

As also regulated under the old provision (i.e. GR
138/2000), GR 94/2010 provides that non-creditable
Input Value Added Tax (VAT) is deductible in calculating
taxable income if the Input VAT:

 has been settled; and
 is related to expenditure incurred in order to obtain,

collect, and maintain income.

For Input VAT related to the acquisition of tangible or
intangible fixed assets, the Input VAT is capitalized and
deductible through depreciation or amortisation.

Non-interest bearing loans

Non-interest bearing loans from shareholders to
company taxpayers are allowed if the following
conditions are met:

 the loan is from the shareholder’s own funds and
not from other parties;

 the capital that is supposed to be paid by the
shareholder as lender has been entirely paid;

外国為替レート（の変動）からの損益の取扱い

外国為替差損益は、インドネシアの財務会計基準（会
計原則）に終始一貫、継続的に従って維持管理されてい
る会計記帳システムに基づいていれば、収益又は費用と
して認識されます。

ファイナル・タックス又は課税対象にならない納税者
の事業に直接的に関連する外国為替差損益については、
特別に、為替レートからの差損益は、収益又は費用とし
ては認識されません。

他方で、その費用が収益を獲得し、回収し、維持する
ために発生している限り、上記の会社の事業に直接的に
関係しない為替レートからの差損益も収益又は費用とし
て認識されます。

これは所得税法修正第 4 条 1 項と第 6 条 1 項の施行規
則であり、この特別事項についての商業上と税務上の取
扱いが一致することを確認しています。
旧所得税法は、外国為替レートによる損益の税務上の取
扱いは商業上（会計上）の取扱いと異なるかもしれない
と規定していました。

貸記できないインプットＶＡＴでも、まだ税務上は損金
計上可能である。

旧規則（政府規則 2000 年 138 号）の規定と同じよう
に、政府規則 2010 年 94 号は、貸記できないインプッ
ト VAT（付加価値税）は、以下の要件を満たせてば、
税金計算にあたり損金計上（控除）できます。
 すでに支払済みであり
 収益を獲得し、回収し維持管理するために生じた支

出に関連していること

有形又は無形の固定資産の取得に関連するインプット
VAT について、そのインプット VATは資産化されて、
減価償却又は償却と通じて税務上の費用計上されます。

無利息借入金

法人納税者への株主からの無利息の借入金は、次の条
件を満たせば許されます；

 その借入金は株主の自己資金から拠出されおり、そ
の他の当事者からのものではない

 貸手としての株主によって引き受けられている資本
金はその全額がすでに支払われている
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 the shareholder as a lender is not suffering losses,
and

 the limited liability company that receives the loan
is having financial difficulties in relation to business
continuity.

If a non-interest bearing shareholder loan does not meet
the above conditions, the loan will be deemed as interest
bearing at an arm’s-length interest rate which will be
subject to withholding tax.

The above rule is adapted from DGT Private Ruling
No.S-165/PJ.312/1992 dated 15 July 1992 regarding
Non-interest Bearing Loans from Shareholders, which
had been used frequently by taxpayers and the tax
authorities to resolve disputes on this matter. However,
there is an issue which needs further clarification, in
terms of the meaning of “having financial difficulties” in
the fourth condition above. Parties to a dispute usually
settle the matter with their own interpretation, e.g.,
when a company shows a net loss it is usually viewed
that the company is having financial difficulties.

Timing of Withholding Tax

Tax disputes often arise on the timing of income tax
withholding by other parties (payers) based on Articles
23 and 26 of the ITL ( “PPh 23 and PPh 26”). Article 15
paragraph (3) and (4) of GR 94/2010 and its Elucidation
provides some clarification on this matter.

In line with the ITL, under GR 94/2010, PPh 23 or PPh
26 tax withholding shall be made at the end of the
month: 1) when the income is paid; 2) when the income
is provided to be paid; or 3) on the income payment
maturity date, depending on which is earlier.

The term “provided to be paid” is explained further, for
example in the case of dividends from non-listed
companies, the time of tax withholding is when a
dividend payable is recorded upon a dividend
declaration at the Annual Shareholders General Meeting.
When a non-listed company declares an interim
dividend at a Board of Directors’ or Shareholders’
meeting, the withholding tax obligation also kicks in. For
listed companies, the time of tax withholding on
dividends is the recording date of share ownership, i.e.
when the shareholders entitled to receive the dividend
are known although the dividend has not yet been paid.

Examples in the above paragraph are copied from DGT
Circular No.SE-12/PJ.43/1993 dated 12 July 1993
regarding Withholding Taxes on Dividends or Profit
Share Payments by a corporate tax resident.

 貸手としての株主が損失を計上していない
 借入金を受取る有限責任会社は、事業継続にあたっ

て財務上の困難を抱えていること

無利息株主借入金が上記の条件を満たさない場合に
は、借入金は、源泉徴収税を徴収される、アームス・レ
ングスでの借入金利付きであるとみなされます。

上記のルールは、株主からの無利息借入金に関する
1992 年 7 月 15 日付の国税総局の個別書簡第 165 号か
ら採用されています。

この個別書簡は納税者と国税当局によりこの案件を解
決するためにしばしば使われます。しかしながら、上記
の 4 番目の条件、「財務上の困難をかかえている」の意
味は、さらに説明が必要な問題です。当事者間の議論で
は、通常、彼ら自身の解釈をもって解決されています。
例えば、会社が純損失を計上している時には会社が財務
上の困難をかかえていると一般的に解釈されます。

源泉徴収税のタイミング

所得税法の第 23 条と第 26 条（“PPh 23 と PPh 26”と
呼称される）に基づく第三者（支払者）による所得税の
源泉徴収のタイミングがしばしば論争されます。2010
年第 94 号の第 15 条 3 項と 4 項とその注釈はこの問題
についていくつかの詳細説明を提供しています。

所得税法と同じく、政府規則 2010 年 94 号では、第
23 条又は第 26 条源泉税は、1）収益の支払時、2)収益
の支払準備された時、又は 3）収益支払の期限のどちら
か早い月の月末までに徴収されなければなりません。

「支払準備された」という条件はさらに説明すると、
例えば、非上場の会社からの配当の場合、年次定時株主
総での配当宣言に基づいて、未払配当金が記帳された時
が、税金が源泉徴収される時です。

非上場の会社が取締役会又は株主総会で中間配当を宣
言した時にも、源泉徴収税の義務が始まります。
上場会社の場合は、配当について源泉税金徴収のタイミ
ングは、株主の所有権を記帳したときです。即ち、たと
えその配当がまだ支払われていなくとも、株主が配当を
受領する権利があることが周知された時です。

上記の項目の事例は、法人納税者による配当又は利益
分配支払いに関して、1993 年 7 月 12 日付けの国税総局
通達 1993 年第 12 号からコピーされます。
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Tax Credit Claims

In tax disputes sometimes taxpayers have to argue about
the validity period of income tax credits, whether they
are creditable in the year in which income is recorded or
in the year when the related tax is withheld. It has now
been confirmed that if the withholding of PPh 23 or PPh
26 is carried in a fiscal year which is different from the
fiscal year of the income being acknowledged, the tax
withheld can be claimed in the year of withholding. This
rule is a confirmation of the DGT’s view as stated in DGT
Circular No.SE-21/PJ.4/1995.

GR 94/2010 also clarifies that in the event of
withholding on payments to taxpayers which do not have
a Tax Identification Number (“NPWP”) and hence with a
higher tax rate than taxpayers with a NPWP, the full
amount of the tax withheld can be claimed as a credit in
the fiscal year after the taxpayers possess a NPWP.

Exemption from Withholding

Taxpayers who can demonstrate that Income Tax will
not be payable in the current year due to: (1) suffering
fiscal losses; (2) being entitled to compensate for fiscal
losses; or (3) Income Tax which has been paid being
greater than the Income Tax that will be payable, may
apply to the DGT for exemption from the withholding
and/or collection of Income Tax by other parties.

Other than the above, taxpayers whose income is only
subject to final tax may also apply to the DGT for an
exemption from the withholding and/or collection of
Income Tax that can be credited. An example of this
situation is a construction company subject to a final tax
under Article 4 paragraph (2) of the ITL which wants to
import machinery and is therefore applying for
exemption from Article 22 Income Tax (“PPh 22”) on
imports.

Based on the above provision, the DGT released
Regulation No.PER-1/PJ/2011 (“PER-1/2011”) dated 10
January 2011 regarding the Procedures for Issuing
Certificates of Exemption (“SKB”) from the Withholding
and/or Collection of Income Tax.

This regulation revokes DGT Decision No.KEP-
192/PJ/2002 regarding the same matter. There is a
difference between GR 94/2010 and PER-1/2011 in the
conditions for eligibility to apply for the SKB, whereby
PER-1/2011 has the following third condition: “Income
Tax which has been paid and will be paid are greater
than the Income Tax that will be payable”.

In this case PER-1/2011 provides more favorable
guidance to taxpayers. An example of this condition is

税金控除請求

税務論争において、時々納税者は所得税控除の有効期
間について、所得が記帳された年度に控除可能なのか、
関連する税金が源泉徴収された年度に控除なのかを議論
をしなければなりません。第 23 条と第 26 条の源泉徴収
が、収益が認識された税務年度と異なる税務年度に実行
された場合に、源泉徴収税は源泉徴収された年度に控除
請求できることが現在確認されています。このルールは
国総局長官通達 1995 年 SE21 号に記載される国税総局
の見解の確認であります。

政府規則 2010 年 94 号はまた税務登録番号
（NPWP）登録未了の納税者への支払で、未登録ゆえに
NPWP を保有する納税者より高い税率で源泉徴収され
た場合に、当該納税者が NPWP を登録した後の年度
で、源泉徴収された全額を控除請求できることを明白に
しました。

源泉徴収の免除

以下、納税者が、(1)税務損失を被っている、(2)税務
損失の繰延べる権利がある、(3)支払い済みの法人税が支
払うべき法人税よりも大きい場合で、法人税支払が当期
に発生しないと主張できる納税者は、国税総局に対し
て、他の相手側からの法人税の源泉徴収又は徴収の免除
を申請できます。

上記以外に、最終課税（ファイナル・タックス、源泉
分離課税）が課せられる収益しかない納税者は、国税総
局に対して、（その法人税から）控除できる法人税の源
泉徴収又は徴収の免除を申請できます。こういった事例
としては、所得税法第 4 条 2 項により最終課税が課せら
れる建設会社が、機械を輸入するにあたり、それ故に、
第 22 条輸入に係る源泉税（pph22）の免除を申請する
ことが挙げられます。

上記の規定に基づき、国税総局は 2011 年 1 月 10 日
付けで、法人税の源泉徴収税及び／又は徴収の免除証明
書（SKB）の発行の手続きについて規則 2011 年 PER1
号を発表しました。

この規則により、同じ案件についての、国税総局決定
2002 年 KEP192 号は取り消されました。政府規則 94
号と 2011 年 PER1号の間で SKB を申請できる権利条
件に再があり、2011 年 PER1号によれば、第 3 の条件
は、即ち「支払済みと支払い予定の法人税は、支払うべ
き法人税よりも大きい」となっています。

この場合 2011 年 PER1 号は、納税者によりこの有利
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where the monthly tax installments under Article 25
Income Tax (“PPh 25”) which have been paid and the
PPh 25 which will be paid until the end of the year are
greater than the total Income Tax that will be payable
for that year.

Tax Treaty Application

In GR 94/2010, it is stated that a tax treaty is only
applicable to individual or corporate taxpayers that are:

 Indonesian domestic resident tax subjects; and/or
 residents of a tax treaty partner country tax subject,

proven by a Certificate of Domicile (“CoD”).

As a CoD is the only tool acknowledged to prove
entitlement to tax treaty benefits, the DGT has issued
stringent administrative rules in relation to the forms of
acceptable CoD. The rules, such as DGT Regulations:
No.61/PJ/2009, No.62/PJ/2009, and No.24/PJ/2010
are intended to mitigate tax treaty abuse by, among
other measures, emphasizing the beneficial ownership
principles in determining eligibility for tax treaty
facilities.

GR 94/2010 also provides an umbrella for the DGT to
make an agreement with a tax treaty partner country and
to issue further procedural guidance in relation to
Mutual Agreement Procedures (“MAP”) and the
exchange of information. In this regard the DGT has
previously issued Regulation No.48/PJ/2010 on MAP
and No.69/PJ/2010 on Advance Pricing Agreements.

New tax facilities

Currently the government has provided several income
tax facilities, but these facilities are only for companies
in particular sectors and/or particular regions. The good
news is that under GR 94/2010, the government will also
provide income tax exemptions or reductions to
companies in pioneer industries which have the
following characteristics:

 a wide range of connections;
 provide additional value and high externalities;
 introduce new technologies; and
 have strategic value for the national economy.

More detailed guidance needs to be issued soon in
relation to the tax facilities and the characteristics above.

なガイダンスを提供します。この条件の例としては、す
で支払い済みの所得税法 25 条（PPｈ25）に基づく月次
前払税金と年度末までに支払う予定の PPｈ25 が、その
年度の法人税債務となる法人税総額よりも大きい場合が
あります。

租税条約の適用

政府規則 2010 年 94 号では、租税条約は、以下の要
件を満たす個人納税者又は法人納税者にだけ適用される
と記載されます。
 インドネシア国内居住者税金対象と／又は
 租税条約の相手国の居住者の税金対象、その居住者

は居住者証明（COD）で証明されていること、

CODは租税条約の恩恵を享受できる権利を証明する
唯一の認識手段であるので、国税総局は、受領できる
COD の様式に関して厳しい事務手続ルールを発行して
いる。国税総局規則 2009 年第 61 号、同 62 号と 2010
年 24 号の規則は、租税条約の乱用を減らす目的であ
り、とりわけ、租税条約の便宜を享受できるかの決定に
おいて「恩恵享受者主義」を強調しています。

2011 年 94 号もまた、国税総局に租税条約の相手国と
同意して、相互協議（MAP）と情報交換に関して追加
の手続ガイダンスを発行するための保護を提供していま
す。この点からは、国税総局は、昨年、相互協議
（MAP）に関する規則 2010 年 48 号と事前確認制度
（APA）に関する規則 2010 年 69 号を発行しました。

新しい税務優遇制度

現在、政府はいくつかの法人税優遇制度を設けていま
すが、これらの優遇制度は特定の産業分野と／又は特定
の地域の会社に限られています。よい知らせとして、政
府規則 2010 年 94 号では、政府も、また、以下の性格
を有する先進的産業分野の会社に法人税の減免を提供す
るとされています。

 広い範囲の関連性
 付加価値性が高く、外部効果が高い
 新技術を導入する
 国家経済に対して戦略的な価値を有する

税務優遇制度と上記の性格に関して、より詳細なガイ
ドラインを直ぐに発行する必要があります。
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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。


