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インドネシアの経済環境及び弊事務所の概況
インドネシアは赤道直下の南半球に位置し、国の横幅
はアメリカ大陸よりも長く、17,500余の島々からなる群島国家
です。国民の約80%はイスラム教徒ですが、イスラム教は国教
ではなく、他宗教も尊重するとの立場を明確にしています。公
用語のインドネシア語の他に民族言語が200以上もあるという
多民族国家です。東西での時差が２時間ある国土の広さと、豊
富な天然資源、2.4億人を超える人口、安価な労働力と将来有望
な国内市場を提供しています。
インドネシアでは1997年7月に発生したアジア通貨危
機の影響を受け、1998年のGDP成長率はマイナス13%にまで落
ち込みました。その後、各種改革の実施と好調な国内個人消費
によりGDP成長率は、2003年から2008年まで、4～6%前後で
推移しました。また、2009年は、世界金融危機の影響を受けた
ものの、政府の金融安定化策や堅調な国内消費により、GDP成長
率4.5％を達成しており、2010年から2015年は平均5.5%と堅調
な成長を実現しています。
プライスウォーターハウスクーパース（PwC）インド
ネシアは、1971 年に営業を開始し、97年以降の通貨危機下の
混迷の時代には、大手・国営企業の建て直しに大きく貢献しま
した。2016年6月現在、総勢1,900名を擁して、インドネシアに
進出する多国籍企業、およびインドネシアの大手企業を始め、
多くの顧客の皆様に監査、税務、コンサルティング、および各
種アドバイザリーサービスを提供しています。日系企業の皆様
には、日系担当チームがきめ細やかなサービスを提供していま
す。
日本人・日本語対応可のプロフェッショナルスタッフ
を各サービスラインに配置することで日本語でのサービス提供
を可能としました。

Our strength is having a team of experienced Japanese
speaking professional staff on the delivery team in every
line of service.
日本人・日本語対応可のプロフェッシ
ョナルスタッフを各サービスラインに
配置することで日本語でのサービス提
供を可能としました。

インドネシアに進出する際には、インドネシアの法令、規制
に関する理解が必要となりますが、企業活動に関連する
法令、規制の改定が頻繁に行われ、かつ参考となる書籍が
ない為、その対応にあたり、困難なケースが多くあります。

The PwC global network covers over
157 countries and regions, employing
almost 208,100 professional staff who
share their thinking, experience and
solutions to develop fresh perspectives
and practical advice. We have extensive
experience in helping our Japanese
clients expand their business into
international markets.

インドネシア進出企業向け提供サービス

進出時

PwCは、インドネシア進出に関し豊富な経験を有し、様々な
業界・業種における規制及び優遇政策について熟知し、適切
なアドバイスを提供しています。また、PwCは多くの政府当
局への各種申請手続を支援しています。
PwCでは、お客様の経理業務を支援する為、インドネシア
会計基準に基づく会計帳簿及び財務諸表の作成代行や、
法人税年次申告書等の作成及びレビュー・サービスを提供
しています
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決算体制の確保

• 日本と海外のPwCメンバーファームと連携し、世界各域
においてさまざまな支援を提供しています。

• 産業別に特化したプロフェッショナルにより、
クライアントのビジネス状況に応じたサポート
体制を構築します。

PwCでは、移転価格税制問題に関し、専門チームを設置してお
り、移転価格文書の作成支援、税務署との折衝及び税務署へ
の回答文書の作成支援及び異議申立や税務裁判等の紛争解決
のサポートを提供しています。

Building
relationships,
creating value

PwCでは、お客様の経理業務を支援
する為、インドネシア会計基準に基
づく会計帳簿及び財務諸表の作成代
行や、法人税年次申告書等の作成及
びレビュー・サービスを提供して
います

PwCインドネシアジャパンデスクの強み

• インドネシアでは最も信頼されているファームでり、
日系企業の会社設立、買収・グループ企業再編、
税務調査対応、決算財務体制構築など、あらゆる企業活
動に関連するアドバイスを行っています。

移転価格文書の作成、具備が義務化されています。移転価格
に関するリスクを事前に評価し、価格設定が妥当であること
を説明する為の関係資料が必要となります。一方で、税務当
局は、近時、移転価格調査の執行を強化しています。

優秀なローカル管理職の採用が難し
く、現地の法令、親会社の連結決算
の要請（期限内の報告）に対応する
為の、決算体制を構築することが容
易ではありません。

PwC インドネシアでは、インドネシアのビジネス環
境に精通した専門家がアドバイス及びサポートを行って
います。海外進出時におけるサポート、進出後の税務・
会計規則・規制等への対応支援、M&Aアドバイス等、海
外事業展開におけるさまざまなシーンでサービスを提供
しており、豊富な支援実績を有しています。

•豊富な支援実績を有している日本人及び日本語可能な
プロフェッショナルスタッフを各サービスラインに配置
することで日本語でのサービス提供を可能としました。

4 移転価格問題

信頼関係に基づく、付加価値の
提供を目指します。
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税務
（一般税務）
インドネシアの税法は、詳細及び運用 が必ずしも明確では
なく、想定外の税 務リスクが発生する可能性があります。
また、法人税等の過払分を還付請求した場合、還付額の査
定のため、税務調 査が必ず入ります。証拠書類の不足又は
不備により更正される場合があります
PwCでは、お客様からのビジネスモデル、商取引等にかかる
税務相談に関し、インドネシアの税務に精通した専門家が
対応致します。また、インドネシア税務当局との折衝に豊
富な経験を有し、税務調査の際にはお客様をサポートし、
税務署と折衝することも可能です。

Assurance
• Financial statement audit
• Independent System and process assurance
• IT Security
• Internal audit services
• Risk Advisory Services
• Capital market and accounting advisory services
• Financial Reporting Standards Readiness and
Conversion (including IFRS & US GAAP)

Based on your
company’s needs,
we offer a wide
range of services
for your effective
operations in
the Indonesian
market.

Tax
• Corporate tax compliance and planning
• Mergers and Acquisitions
• International assignments and personal tax
compliance
• Indirect tax, including Value Added Tax and
customs management
• Transfer pricing and investigations
• Tax audit and Tax Court appeals
• Business start-up and structuring
• Payroll Outsourcing

What we do

リストラクチャリング

法令、規制への対応、グローバルレベルでのリストラクチャ
リングを受けて、日系企業のインドネシアでのグループ（事
業）再構築の動きが活発化しています。この様な事業再構築
においては、政府機関の承認、会計、税務、法務に係る諸問
題を総合的に検討する必要があります。
PwCでは、リストラクチャリングにおける、持分譲渡、合併、
分割、清算等に関し、会計、税務、法務のそれぞれの専門家
が総合的なアドバイスを提供しています。また、事業価値の
評価や関連政府機関への申請手続のサポートも行っています。

Advisory - Deals
• Business recovery services
• Corporate finance (Mergers and Acquisitions)
• Delivering deal value
• Capital project and infrastructure
• Transaction services
• Valuation
• Commercial due diligence

Advisory - Consulting
• People and Change
• Business Process Improvement
• Information, communication & technology
effectiveness
• Dispute support services and investigation
• Forensic accounting analysis & technology solutions
• Identifying, understanding and managing risk
• Designing & implementing governance and
compliance programmes
• Sustainability & Climate Change

Contacts
For more information, please call us :

ジャパンデスクメンバーのご紹介
お問い合わせ
プライスウォーターハウスクーパース インドネシア
現地名称、Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana,
Rintis & Rekan（監査）、PT Prima Wahana Caraka（税務）、
PT PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory（アドバイザ
リー）, PT PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia
（コンサルティング）, and Melli Darsa & Co., Advocates &
Legal Consultants （法務）。
Plaza 89 Jl .H. R.Rasuna Said Kav. X–7.No.6
Jakarta 12920, Indonesia
TEL : 021 - 5212901 FAX : 021 – 52905555
なお、Website (http://www.pwc.com/id) にてPwCインド
ネシアが発行したポケットタックスブックやニュースレ
ター等の日本語翻訳版が入手可能です。

Shunsuke Wariishi
Advisor
割石 俊介（わりいし しゅんすけ）
全般 アドバイザー
+62 21 5212901（直通）
+62 811 174 0023（携帯）
E-mail: shunsuke.wariishii@id.pwc.com

Ryuji Sugawara
Technical Advisor, Transfer Pricing
菅原竜二 （すがわら りゅうじ）
移転価格
テクニカルアドバイザー
+62 21 5212901 (直通）
+62 811 1701381 (携帯）
E-mail: ryuji.sugawara@id.pwc.com

Iori Shimura
Technical Advisor, Assurance
志村伊織 （しむら いおり）
監査 テクニカルアドバイザー日本国公認会計士
+62 21 5212901（直通）
+628 1315 4327 99 （携帯）
Email: shimura.iori@id.pwc.com

Ryosuke R Seto
Technical Advisor, Transfer Pricing
瀬戸 亮介（せと りょうすけ）
移転価格 テクニカルアドバイザー
+62 21 5212901（直通）
+62 811 979 1564（携帯）
E-mail: ryosuke.r.seto@id.pwc.com

Kenichi Tamagaki
Advisor, Assurance
玉垣謙一 （たまがき けんいち ）
全般 アドバイザー
+62 21 5212901（直通）
+62 812 96560022（携帯）
E-mail: kenichi.t.tamagaki@id.pwc.com

Hiroki Nojima
Advisor
野嶋 宏樹 （のじま ひろき）
監査 アドバイザー 日本国公認会計士
+62 21 5212901（直通）
+62 87 888 555 034（携帯）
Email: hiroki.t.nojima@id.pwc.com

Michihiro Ito
Technical Advisor, Assurance
伊藤 通啓 （いとう みちひろ）
監査テクニカルアドバイザー
+62 21 5212901（直通）
+62 811 1300 6767（携帯）
E-mail: ito.michihiro@id.pwc.com

Akiko Shibata
Advisor, Consulting
柴田明子(しばた あきこ)
コンサルティングアドバイザー
+62 21 5212901（直通）
+62 821 1259 4387（携帯）
E-mail: akiko.s.shibata@id.pwc.com

Naoto Fukazawa
Advisor, Assurance
深澤 直人 （ふかざわ なおと）
全般 アドバイザー
+62 21 5212901（直通）
+62 811 963 688 89（携帯）
E-mail: naoto.fukazawa@id.pwc.com

Eri Fuchita
Technical Advisor, Infrastructure
渕田 絵理 （ふちた えり）
インフラストラクチャー テクニカルアドバイサー
+62 21 5212901（直通）
Email: eri.x.fuchita@id.pwc.com

Yuki Inoue
Technical Advisor, Assurance
井上 由貴 （いのうえ ゆき）
監査テクニカルアドバイザー
+62 21 5212901（直通）
+ 628 111 6011 55（携帯）
E-mail: yuki.i.inoue@id.pwc.com

Chihiro Nakajima
Advisor, Deals Strategy and Operations
中嶋ちひろ （なかじま ちひろ）
ディールズストラテジー・オペレーションズ
+62 21 5212901 (直通)
+6281315333064 (携帯)
E-mail: chihiro.nakajima@id.pwc.com

www.pwc.com/id
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Rekan, PT PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory, PT Prima
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