
PwC Indonesia No. 5/2011
TaxFlash Page 1

Tax Indonesia

タックスフラッシュ TaxFlash
2011 年第 5号 No.5/2011

An

In This Issue
 New tax audit procedures – more certainty

about the process
 Indonesia – Iran tax treaty comes into force

本号の項目

 新しい税務調査手続、手続の確立

 インドネシアとイランの租税条約の発効

New tax audit procedures – more certainty
about the process

To ensure that the tax audit process is in accordance
with the General Tax Provisions (Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan/KUP) Law No.28/2007, the
Minister of Finance (MoF) issued Regulation
No.199/PMK.03/2007 (PMK-199) regarding the Tax
Audit Procedure. PMK-199 stipulated a standard tax
audit procedure, setting out all necessary steps from the
planning to the completion of a tax audit.

On 3 May 2011, the MoF amended PMK-199 with
Regulation No.82/PMK/03/2011 (PMK-82). PMK-82
was issued with reference to the current KUP Law
No.16/2009 and aims to address several provisions
which are unclear under PMK-199. The main changes
are set out below.

Tax audit timeframe

新しい税務調査手続、手続きの確立

税務調査プロセスが 2007 年法律第 28 号国税総則法
（KUP と称す）に従って行われることを確保するため
に、財務省は税務調査手続きについて 2007 年財務省規
則第 199 号を発行しました。この財務省規則 199 号
（PMK199 号）では標準的な税務調査手続を規定され
ており、税務調査について計画からその完了まですべて
の必要なステップが設定されています。

今回、2011 年 3 月 3 日付で、2011 年財務省規則第
82 号（PMK82 号）が発行され、このPMK199 号が改
定されました。PMK82 号は、2009 年法律第 16 号、現
行の国税総則法を参照して発行され、PMK199 号では
不明確だったいくつかの規定を説明することを目的とて
います。その主な変更は次の通りです。

税務調査タイムフレーム
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The ITO should inform the taxpayer in writing if the
initial timeframe of the tax audit is extended (it may be
extended by up to three months for an office audit and
four months for a field audit).

Obligations of the tax auditor

PMK-82 states that, in addition to providing the reason
for, and purpose of, the tax audit, the ITO must, during
the preliminary meeting, explain the taxpayer’s rights
and obligations with regard to the tax audit process.
These include the taxpayer’s right to propose a
discussion with the Quality Assurance Team if there is
any dispute between the taxpayer and the tax auditor
during the closing conference. The result of this
preliminary meeting should be documented in the
minutes of the meeting.

Under PMK-199, the Quality Assurance Team was called
the Reviewer Team. The scope of work of this Quality
Assurance Team is now also defined in PMK-82.

The tax auditor must also provide the taxpayer with a tax
audit questionnaire at the beginning of the tax audit;
previously, the questionnaire was not obligatory, and
was usually given to the taxpayer at the end of the tax
audit.

Response to tax audit findings

The taxpayer must provide a written response to the tax
audit findings within seven working days of receipt of the
Notification of Tax Audit Findings. This is applicable for
both office and field audits. The taxpayer may extend
their submission of this response by a maximum of three
working days. Notification of such an extension should
be submitted before the original deadline for submitting
the response letter.

Closing conference

The ITO must provide the taxpayer with a written
invitation to attend the closing conference. The
invitation should be provided within three working days
of receiving the response letter from the taxpayer or, if
no response letter is submitted, at the submission
deadline.

The closing conference is to be completed a maximum of
three weeks from the initial invitation date; this is
applicable for both office and field audits.

インドネシア税務署（ITO）は、当初の税務調査のスケ
ジュールが延長される（署内調査では 3 カ月まで、現場
調査では 4 カ月まで）場合には、納税者に書面で通知し
なければなりません。

税務調査官の義務

税務調査の目的とその理由に加えて、インドネシア税
務署は当初会議で、税務調査プロセスに関連して納税者
の権利と義務を説明しなければならないとPMK82 号で
は規定されます。

これには、最終検討会議で納税者と税務調査官との間
に意見の違いがある場合に、品質保証チームへレビュー
を要求する納税者の権利を含まれます。この当初会議の
結果は会議の議事録として文書で残さなければなりませ
ん。

PMK199 号では、品質保証チームは、レビューチー
ムと呼ばれていました。この品質保証チームの作業範囲
も今回PMK82 号に規定されています。

税務調査官はまた、税務調査の開始時に税務調査質問
状を納税者に用意しなければなりません。以前は、この
質問状は義務ではありませんでしたし、通常、税務調査
の終わりに納税者に渡されていました。

税務調査の検出事項への回答

納税者は、税務調査の検出事項の通知書の受領日から
７営業日以内に、税務調査の検出事項に書面にて回答を
提出しなければなりません。これは、署内調査と現場調
査の両方に適用されます。納税者はこの回答書の提出
を、最大で 3 営業日延長することが許されます。この延
長通知書は、回答書の当初の提出期日の前に提出される
必要があります。

最終検討会議

インドネシア税務署は、納税者に、最終検討会議への
参加招待状を書面にて提供しなければなりません。この
招待状は、納税者から回答書を受領してから 3 営業日以
内に、回答書が提出されなかった場合は、提出期限日に
提供される必要があります。

最終検討会議は、当初の招待日から最長 3 週間で終わ
らせなければなりません。これは、署内調査と現場調査
の両方に適用されます。
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Tax audit completion

The tax audit will be completed by the ITO upon: (a) tax
audit termination with the issuance of a brief (sumir) tax
audit result; or (b) the issuance of a tax audit result
report (Laporan Hasil Pemeriksaan/LHP) as the basis
of a tax assessment letter; or (c) recommendation of an
audit for preliminary evidence (of a tax criminal offense).
PMK-82 stipulates the completion procedure for each
option.

If the recommendation of an audit for preliminary
evidence is approved and relates to a refund application
from regular taxpayers, completion of the tax audit is
deferred until:

a. the audit for preliminary evidence is settled and
not followed up by an investigation;

b. the audit for preliminary evidence is not
continued since the taxpayer voluntarily
discloses the dishonesty and paid any underpaid
taxes;

c. the investigation is stopped and no prosecution
is brought, because there is not enough evidence,
or the occurrence is not a criminal offense in the
field of taxation, or the occurrence has expired,
or the suspect died;

d. the investigation is stopped and no prosecution
is brought for the sake of state revenue; or

e. a court decision with binding legal force is
received.

Detailed standard procedures for office and field tax
audits will be regulated further in a Director General of
Taxes (DGT) regulation.

PMK-82 is applicable from 3 May 2011. For ongoing tax
audits for which the Tax Audit Instruction Letters were
issued prior to the enforcement of PMK-82, the
procedure will still be based on PMK-199.

Indonesia – Iran tax treaty comes into force

The DGT recently released Circular Letter No.SE-
33/PJ/2011 dated 20 May 2011 announcing that the Tax
Treaty between Indonesia and Iran came into force on 25
November 2010, and will take effect for amounts paid or
credited on or after 1 January 2011.

The withholding tax rates applicable under the Indonesia
– Iran Tax Treaty are summarised below:

税調調査の終了

税務調査は、インドネシア税務署により以下の態様で
終了します、即ち（ａ）簡易税務調査結果の発行による
監査の打ち切り、又は（ｂ）税務査定書の基礎としての
税務調査結果報告書（LHP）の発行、又は（ｃ）（税務
犯罪の）予備的な証拠の勧告、です。PMK82 号は各選
択肢についての終了手続を規定しています。

税務犯罪の予備的な証拠に対する調査の勧告が認めら
れて、通常の納税者からの還付請求に関連している場合
には、税務調査の終了は、以下となるまで延期されま
す：

a.予備的証拠に関する調査が決着し、査察によって追
跡調査されないとき、

b.納税者が自発的に不誠実を自白し、税金支払不足額
を支払ったので、予備的証拠に関する調査が継続さ
れないとき、

c. 十分な証拠がないか、又はそれが税務分野で犯罪行
為といえない、又は時効が成立した、容疑者が死亡
したために、査察が中止されて犯罪訴追手続がなさ
れないとき、

d.政府歳入のため査察は中止され犯罪訴追手続がなさ
れないとき、又は、

e. 法的拘束力を伴う裁判所決定が受領されたとき

署内調査及び現場調査での税務調査の標準手続きの詳
細は、国税総局規則でさらに規定されます。

PMK82 号は 2011年 5 月 3 日から適用されますが、
税務調査の通知書が、この PMK82 号の発効日以前に発
行されている進行中の税務調査に関しては、依然として
PMK199 号に基づく手続きが適用されます。

インドネシアとイランの間の租税条約の発効

国税総局は、近時、インドネシアとイランの間の租税
条約が 2010 年 11 月 25 日に発効したこと公表する
2011 年 5 月 20 日付の 33 号通達（No.SE-33/PJ/2011）
を発行しました。また、支払額、又は控除額は 2011 年
1 月１日以後に有効となります。

インドネシアとイランの間の租税条約に適用される源
泉税率は以下のように要約されます；
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Income Rate Tax Base

Dividends 7% gross income

Interest 10% gross income

Royalties 12% gross income

Branch Profit Tax 7% after-tax profits

For dividends, interest, and royalties, only the beneficial
owner is acknowledged as the party entitled to the tax
treaty benefits. Otherwise, that income which is paid to
Iran will be subject to the normal Article 26 Income Tax
rate of 20%.

所得 税率 課税対象ベース

配当 7% 総額

利子 10% 総額

ロイヤルティー 12% 総額

みなし配当税 7% 税引後利益

配当、利子とロイヤルティーに関しては、恩恵享受者
のみが租税条約の恩恵を付与される当事者として認識さ
れます。それ以外でイランに支払われた所得は、通常の
所得税第 26 条の源泉税率 20％が課されます。

ご質問等、上記の御社担当者にご連絡ください。また、上記以外でも、ジャパンデスクの北村浩太郎
hirotaro.kitamura@id.pwc.com 、又は、割石俊介 shunsuke.wariishi@id.pwc.com までご遠慮なくご連絡ください。

PT プリマ・ワハナ・チャラカ
PT Prima Wahana Caraka / PwC
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。


